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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 292,333 0.8 13,893 11.7 14,931 12.3 9,160 20.6

19年３月期 289,928 7.9 12,438 38.9 13,300 39.7 7,596 33.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収入
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 254 47 － － 14.9 11.9 4.8

19年３月期 210 17 － － 14.2 11.3 4.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 19百万円 19年３月期 17百万円

(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

20年３月期 129,518 67,546 50.6 1,819 18

19年３月期 121,107 59,107 47.4 1,595 27

（参考）自己資本 20年３月期 65,489百万円 19年３月期 57,429百万円

(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

20年３月期 11,057 634 △2,437 28,500

19年３月期 15,057 △6,438 △5,490 19,467

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 10 00 11 00 21 00 755 10.0 1.4
20年３月期 12 00 13 00 25 00 899 9.8 1.5

21年３月期（予想） 13 00 14 00 27 00 － 10.5 －

(注)平成20年３月期期末につきましては、１株当たり12円の普通配当に加え、１株当たり１円の創業60周年記念配当を実

施する予定です。

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

営業収入 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

第２四半期累計期間 154,000 7.6 7,300 21.3 7,200 9.5 4,200 5.2 116 67

通期 320,000 9.5 16,000 15.2 16,000 7.2 9,300 1.5 258 34
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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） 20年３月期 36,000,000株 19年３月期 36,000,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 339株 19年３月期 266株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 102,230 △1.1 3,213 0.7 5,095 8.7 3,168 9.4

19年３月期 103,329 0.4 3,191 1.5 4,686 6.7 2,896 △0.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 88 02 － －

19年３月期 80 46 － －

(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

20年３月期 67,355 38,944 57.8 1,081 81

19年３月期 66,648 36,901 55.4 1,025 06

（参考）自己資本 20年３月期 38,944百万円 19年３月期 36,901百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

営業収入 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

第２四半期累計期間 54,000 9.9 1,800 6.1 2,400 5.9 1,400 6.4 38 89

通期 111,000 8.6 4,400 36.9 5,400 6.0 3,200 1.0 88 89

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。なお、業績予

想に関する事項につきましては、添付資料の３～６ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度（以下、当期という。）の世界経済は、中国をはじめとする新興国の経済成長や日・米・欧の先進

諸国における持続的な景気回復により当初堅調に推移いたしましたが、期後半から米国のサブプライムローン（低所

得者向け住宅融資）問題や資源価格の高騰等の影響を受け、次第に不透明感を増す展開となりました。

  我が国経済は、期を通じて経済成長を維持しましたが、期末にかけて個人消費や設備投資が伸び悩み、原材料高や

住宅投資の低迷が続く中で景気の下ぶれリスクが高まりました。

  当社グループが主に関わる国際航空貨物市場では、長引く燃油サーチャージの高騰による輸送コストの増加や荷主

のサプライチェーン・マネジメントの進展等による航空輸送から海上輸送への切り替えもあり、輸送量の伸びは縮小

いたしました。

  このような情勢のもと、当社グループ全体の航空貨物の取扱い物量は減少いたしましたが、海上貨物につきまして

は、旺盛な需要を背景にアジア発着を中心に取扱いを伸ばしました。

 ① 日本

 ≪航空輸出貨物≫

  アジア向けの電子部品等に堅調な荷動きが見られたものの、北米向け自動車関連品の出荷の減少や大口貨物のスポッ

ト輸送が減少したこともあり、取扱い重量は対前連結会計年度（以下、前期という。）比0.3％減とほぼ前期並みに止

まりました。

 ≪航空輸入貨物≫

  パソコンや通信機器関連品等の減少や一部貨物の海上輸送へのシフトが続き、取扱い件数は対前期比4.5％減となり

ました。

 ≪海上貨物≫

  輸出では、設備機械輸送や自動車関連品、化学品、リサイクル材、輸入では自動車関連品やアパレル関連品、建築

資材等の荷動きが活発に見られ、輸出入ともに取扱いが増加いたしました。輸出容積で対前期比8.2％増、輸入件数で

同9.3％増となりました。

  当期に実施した主な施策といたしましては、国内販売拠点の整備・拡大を目的として、高崎（群馬県）、小松（石

川県）、沼津（静岡県）にそれぞれ営業所分室を開設、加えて平成19年４月には福井貨物自動車株式会社と北陸地域

における業務提携を実施いたしました。また、同７月には今後輸送需要の拡大が見込まれるロシア向け貨物輸送へ対

応するため、ロシア鉄道の子会社であるトランスコンテナ社と日本における総代理店契約を締結いたしました。さら

に同12月には国際小口貨物輸送の販売を強化するため、日本通運株式会社、全日本空輸株式会社と３社にて国際エク

スプレス事業会社の設立に関する基本合意書を交換いたしました。

  関係会社におきましては、国内ロジスティクス事業の拡販が進み、全体的に好調に推移いたしました。

② 米州

  航空輸出貨物は、前期旺盛であった液晶関連品や半導体製造装置の出荷が減少し、取扱い重量で対前期比3.4％減と

なりました。航空輸入貨物では、後半にアジア発貨物で活発な荷動きが見られましたが、前半の薄型テレビの部材・

自動車関連品の物量減が影響し、取扱い件数では対前期比2.7％減となりました。海上貨物では輸出入ともに前期を上

回って推移し、輸出容積で対前期比4.4％増、輸入件数で同2.8％増となりました。なお、平成19年４月にはロジスティ

クス事業の拡大のためデトロイトの倉庫を拡張いたしました。

③ 欧州・アフリカ

  航空輸出貨物は、フランス発ボジョレーワインの出荷に伸びが見られず、また、前期旺盛であった英国発酒類の取

扱いの減少もあり、取扱い重量は対前期比7.2％減となりました。航空輸入貨物は、中・東欧向けに薄型テレビの部

品・部材の出荷が好調に推移したものの、大手既存顧客の荷動きに減速が見られ、取扱い件数は対前期比6.3％減とな

りました。海上貨物は、輸出容積で対前期比15.7％減、輸入件数で同1.6％減となりました。このような中、平成19年

11月、ロシア法人が拡大する陸上輸送需要に対応するため、ロシア～フィンランド間で自社トラックによる輸送サー

ビスを開始いたしました。
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④ 東アジア・オセアニア

  輸出航空貨物は、中国発のノートパソコンやデジタルカメラ、液晶テレビ部材などに活発な荷動きが見られ、取扱

い重量は対前期比6.2％増となりました。航空輸入貨物は、海上輸送への変更や競争激化による取扱いの減少もあり、

取扱い件数は対前期比8.5％減となりました。海上貨物は、液晶関連品や自動車関連品などの旺盛な需要を取り込み、

輸出容積で対前期比16.1％増、輸入件数で同8.8％増となりました。当社グループが強みとする中国市場においては、

引続き航空・海上輸送、ロジスティクスの一体的な販売を強化するため、平成19年１月に呼和浩持（フフホト）に、

同2月には蘭州、石家荘に、同10月には連雲港にそれぞれ事務所を開設いたしました。また、拡大するロジスティクス

需要に対応するため、同７月に上海の外高橋保税区に業界最大級の倉庫を、同10月には北京近郊に中国国内貨物専用

倉庫をそれぞれ開設いたしました。

⑤東南アジア・中近東

  航空貨物は中堅顧客の開拓が進んだものの、輸出入ともに大手既存顧客の出荷の減少により大きく減少いたしまし

た。航空輸出重量は対前期比13.5％減、輸入件数も同6.9％減となりました。一方、海上貨物では特にアジア域内向け

の輸出で活発な荷動きが見られ、輸出容積で対前期比14.7％増、輸入件数で同5.8％増となりました。なお、平成19年

１月にはインド法人がコインバトールに営業所を開設、また、同２月にはベトナムにロジスティクス専門会社を設立

いたしました。

  以上のとおり、当社グループは一体となって販売活動を強力に推進してまいりました。この結果、当期の営業収入

は292,333百万円(前期比0.8％増）、営業利益は13,893百万円（同11.7％増）、経常利益は14,931百万円（同12.3％

増）となり、当期純利益は9,160百万円（同20.6％増）となりました。

  次期の見通しにつきましては、世界経済はアジアで引続き高水準の成長が見込まれるものの、世界的に広がる原油

をはじめとする資源価格のさらなる高騰や進行するドル安の影響などにより、景気後退懸念が広がるものと予想され

ます。

  国際貨物輸送業界におきましても、燃油サーチャージの高止まりや景況感の悪化による荷動きの減速が一部で見込

まれます。

  このような状況の中、当社グループでは、主軸の航空輸送に加え海上輸送やロジスティクス事業の強化に一層注力

してまいります。経営効率が高まる米州、不採算会社の改善が進む欧州・アフリカ、国際輸送に加えロジスティクス

や域内輸送の拡大する東アジア・オセアニア及び東南アジア・中近東の各地域において、業績の向上に邁進してまい

ります。

  以上のとおり、当社グループの業績は米国及び中国の景気、為替や原油価格の動向などにより変動する可能性があ

りますが、現時点における平成21年３月期の営業収入は320,000百万円（対当期比9.5％増）、営業利益は16,000百万

円（同15.2％増）、経常利益は16,000百万円（同7.2％増）を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

  当期末の総資産は、前期末と比較して8,410百万円増加し129,518百万円となりました。

  流動資産は、現金及び預金、売上債権等が増加したことなどにより、前期末と比較して9,452百万円増加し84,796百

万円となりました。

　固定資産は、当期も倉庫設備などをはじめ継続的な設備投資を行いましたが、減価償却がすすんだことなどにより

前期末と比較して1,042百万円減少し、44,721百万円となりました。

　負債合計は、流動負債その他が増えましたが、一方で長期借入金の返済や仕入債務の減少などにより前期末と比較

して28百万円減少し、61,972百万円となりました。

　純資産の部は、当期純利益の9,160百万円による利益剰余金の増加などにより前期末と比較して8,439百万円増加し、

67,546百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末の47.4％から3.2ポイント増加して50.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

 前期 当期 増減

 営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
15,057 11,057 △4,000

 投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△6,438 634 7,073

 財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△5,490 △2,437 3,053

 現金及び現金同等物に係る換算差額

（百万円）
631 △222 △854

 現金及び現金同等物の増減額

（百万円）
3,759 9,032 5,273

 現金及び現金同等物の当期末残高

（百万円）
19,467 28,500 9,032

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比較して4,000百万円減少し、当期においては11,057百万

円となりました。税金等調整前当期純利益は、前期と比較して2,166百万円増加し15,165百万円となり、減価償却費は、

前期と比較して490百万円減少し3,427百万円となりました。また、売上債権の増額による支出は、前期と比較して

2,778百万円増加し△2,799百万円となり、仕入債務の減額による支出は、前期と比較して4,369百万円増加し△1,553

百万円となりました。なお、法人税等の支払額は、前期と比較して48百万円減少して△4,638百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して7,073百万円減少し、当期においては634百万円の収

入となりました。定期預金の預入による支出は、前期と比較して3,157百万円減少し△24百万円となり、定期預金の払

戻による収入は、前期と比較して2,948百万円増加し2,969百万円となりました。また、その他の増減額は、前期と比

較して1,597百万円増加し130百万円となりました。一方、有形固定資産の取得による支出は、896百万円増加し△2,408

百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して3,053百万円減少し、当期においては△2,437百万円

となりました。短期借入金の純増減額は、前期と比較して3,261百万円増加し△240百万円となり、長期借入れによる

収入は、前期と比較して1,148百万円増加し1,948百万円となりました。一方、長期借入金の返済による支出は、前期

と比較して1,223百万円増加し△3,005百万円となりました。

  以上の結果から、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末と比較して9,032百万円増加して28,500百万円となり

ました。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（%） 41.6 44.0 47.4 50.6

時価ベースの自己資本比率（%） 74.0 98.2 124.3 64.5

債務償還年数（年） 5.1 3.5 1.3 1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.5 13.1 31.8 27.0

（注）　自己資本比率：(純資産－少数株主持分)／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主への利益還元の充実、将来の国内外での事業展開及び経営基盤の強化等を総合的に勘案して、

安定的な配当の継続を基本に、各期の連結業績及び配当性向等を考慮しながら増配に努めてまいる所存であります。

内部留保につきましては、財務体質の強化と顧客サービスの向上に向けた設備投資に活用し、安定的な経営基盤の確

立に努めてまいります。

　この方針に基づき、平成20年３月期および平成21年３月期の１株当たり配当金につきましては、下記のとおりとす

ることといたしております。

 １株当たり配当金 配当性向 

 中間期末  期末  年間  連結  個別

 平成20年３月期
12円00銭

 （実績）

13円00銭

 （予想）

25円00銭 

 （予想）
9.8％ 28.4％

 平成21年３月期
13円00銭 

 （予想）

 14円00銭

 （予想）

27円00銭

 （予想）
10.5％ 30.4％ 

 (注)平成20年３月期期末（予想）につきましては、１株当たり12円の普通配当に加え、１株当たり１円の創立60周年

記念配当を実施する予定です。

 配当性向（連結）：１株当たり配当金/１株当たり連結当期純利益

 　　 配当性向（個別）：１株当たり配当金/１株当たり当期純利益
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社並びに当社の子会社52社及び関連会社３社（国内10社、海外45社（平成20年３月31日現在））

で構成され、グローバルな事業活動を展開しております。事業内容につきましては、利用者の需要に応じ、航空会社、

船会社の輸送手段を利用して国際・国内貨物の運送を請け負い（利用航空運送事業、輸入混載貨物事業及び利用外航運

送事業）、且つ、航空会社の代理店業務を引き受けております。また、これらの運送引受に付随する通関業、自動車に

よる貨物運送業、人材派遣業、保険代理店業、不動産管理業、梱包業も行っております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

顧         客 

(株）近鉄エクスプレス 

 
 

その他の関係会社 

近畿日本鉄道（株） 

      は役務提供の流れを示しております。      

日本国内 
＜貨物運送、梱包、物流関連施設管理、 

人材派遣業＞ 
 近鉄航空配送（株） 

（株）近鉄ロジスティクス・システムズ 

（株）近鉄コスモス 

上記を含む連結子会社７社 

 商船三井ロジスティクス（株） 

上記を含む持分法適用関連会社３社 

 

東アジア・オセアニア地域 
＜貨物運送業＞ 

KINTETSU WORLD EXPRESS(HK)LTD 

BEIJING KINTETSU WORLD EXPRESS 

CO.,LTD. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(KOREA),INC. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(TAIWAN),INC. 

上記を含む連結子会社18社 

米州地域 
＜貨物運送業＞ 

KINTETSU WORLD EXPRESS (U.S.A.),INC. 

KINTETSU WORLD EXPRESS (CANADA),INC. 

上記を含む連結子会社６社 

 

欧州・アフリカ地域 
＜貨物運送業＞ 

KINTETSU WORLD EXPRESS(U.K.)LTD 

KINTETSU WORLD EXPRESS(BENELUX)B.V. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(DEUTSCHLAND)GmbH. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(FRANCE.)S.A. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(ITALIA)S.R.L. 

KINTETSU WORLD EXPRESS SOUTH AFRICA(PTY)LTD. 

上記を含む連結子会社11社 

海 外 

東南アジア・中近東地域 
＜貨物運送業＞ 

KWE－KINTETSU WORLD EXPRESS(S）PTE LTD. 

KINTETSU INTEGRATED AIR SERVICES SDN BHD 

KINTETSU WORLD EXPRESS（THAILAND）CO.,LTD. 

KINTETSU WORLD EXPRESS（INDIA）PVT.LTD. 

上記を含む連結子会社10社 
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３．経営方針
  「(1)会社の経営の基本方針」、「(2)目標とする経営指標」については、平成19年３月期決算短信（平成19年５月14

日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）

 http://www.kwe.co.jp/ir/financial/settlementbriefnote.html

 （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

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループはグローバル市場での競争に打ち勝つため、将来のあるべき企業像・事業ビジョンと成長シナリオを

描いた「21世紀KWEグランドデザイン」を平成14年11月に策定いたしました。その最終目標である営業収入5,000億円

（平成24年３月期）の達成に向け、今年度から第三次中期経営計画（４ヵ年、平成21年３月期～平成24年３月期）を

推進しております。

  同計画の概要は以下のとおりです。

  ①平成24年３月期の目標

    営業収入　5,000億円（うち500億円はＭ＆Ａによる増加目標額）　

    経常利益　　220億円（うち20億円はＭ＆Ａによる増加目標額）

  ②目標とする企業像

    a. 高品質なサービスをワンストップで提供する“グローバル・ロジスティクス・パートナー”

    b.“トランス・パシフィック・リーダー”としての地位の確立

  ③基本方針

    a. イントラアジア及び環太平洋での物量拡大

    b. 総合物流業者としての機能強化

    c. 新興市場への進出

    d. 成長戦略を支える業務提携とＭ＆Ａの実施

    e. 真のグローバル企業への脱皮

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループは、長期の経営ビジョンである「21世紀ＫＷＥグランドデザイン」の目標達成に向け、その最後とな

る「第三次中期経営計画」（４ヵ年、平成21年３月期～平成24年３月期）を今年度からスタートいたします。

  同計画では、「高品質なサービスをワンストップで提供する“グローバル・ロジスティクス・パートナー”」、

「“トランス・パシフィック・リーダー”としての地位の確立」を目標とする企業像とし、基本方針として①イント

ラアジアおよび環太平洋での物量拡大、②総合物流業者としての機能強化、③新興市場への進出、④成長戦略を支え

る業務提携とＭ＆Ａの実施、⑤真のグローバル企業への脱皮の５点を掲げております。これらを踏まえ、今年度は特

に下記の施策に注力してまいります。

  第一に中国、ロシア、インドなど経済成長を続ける新興国への重点的な投資を継続いたします。第二に当社事業へ

の相乗効果が見込める業務提携およびＭ＆Ａの対象を日本企業のみならず海外の優良企業にも広げてまいります。第

三に経営手法のグローバル化のために、優秀な外国人社員を登用するとともに、日本人社員に対してもグローバルな

人材となるための教育プログラムを導入いたします。

  さらに従来から継続している、赤字法人の再建、日本における国内販売網の拡充につきましても引続き実施してま

いります。

  この他当社グループは、コーポレートガバナンスを強化し、意思決定の透明性と公正性を高めることを重要な経営

課題と位置付け、内部統制のさらなる向上に努めてまいります。この方針のもと、当社では平成18年４月にコンプラ

イアンス委員会を設置し、同年12月には「ＫＷＥグループコンプライアンス規準」を定めて全役員・社員に周知する

などコンプライアンス体制の充実に努めてまいりました。しかしながら、本年４月16日、国際航空貨物利用運送に係

る運賃・料金に関する独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受ける事態となりました。当社とい

たしましては、これに関して社内調査委員会による事実関係の調査を推し進めるとともに、改めてコンプライアンス

体制の見直しを行うことといたしております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   22,667   28,734  6,066

２．受取手形及び営業未収金   49,913   52,792  2,878

３．たな卸資産   21   155  134

４．繰延税金資産   716   931  215

５．その他   2,386   2,564  177

貸倒引当金   △361   △381  △20

流動資産合計   75,343 62.2  84,796 65.5 9,452

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ＊２ 28,691   29,085    

減価償却累計額  △9,357 19,334  △10,186 18,898  △435

(2）機械装置及び運搬具  2,566   2,927    

減価償却累計額  △1,669 897  △1,811 1,115  217

(3）土地 ＊２  9,672   9,626  △45

(4）その他  10,034   11,121    

減価償却累計額  △7,292 2,741  △8,165 2,955  213

有形固定資産合計   32,645 27.0  32,596 25.2 △49

２．無形固定資産         

(1）のれん ＊３  311   291  △20

(2）その他   3,861   3,045  △816

無形固定資産合計   4,173 3.4  3,336 2.5 △837

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ＊1,2  4,836   4,405  △431

(2）長期貸付金   71   53  △17

(3）繰延税金資産   311   313  1

(4）その他   3,949   4,236  287

貸倒引当金   △224   △219  4

投資その他の資産合計   8,944 7.4  8,789 6.8 △155

固定資産合計   45,763 37.8  44,721 34.5 △1,042

資産合計   121,107 100.0  129,518 100.0 8,410
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前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び営業未払金   27,541   26,351  △1,190

２．短期借入金 ＊２  13,666   14,599  932

３．未払法人税等   2,359   3,142  783

４．繰延税金負債   80   73  △6

５．賞与引当金   1,171   1,636  465

６．役員賞与引当金   256   246  △10

７．その他   8,727   10,447  1,719

流動負債計   53,804 44.4  56,497 43.6 2,693

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ＊２  6,108   3,941  △2,167

２．繰延税金負債   305   322  16

３．退職給付引当金   1,403   909  △493

４．その他   378   301  △77

固定負債計   8,196 6.8  5,474 4.2 △2,721

負債合計   62,000 51.2  61,972 47.8 △28

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   7,216 6.0  7,216 5.6 －

２．資本剰余金   4,867 4.0  4,867 3.7 －

３．利益剰余金   42,817 35.3  51,150 39.5 8,332

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0 △0

　　株主資本合計   54,900 45.3  63,233 48.8 8,332

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   1,030 0.9  764 0.6 △265

２．為替換算調整勘定   1,497 1.2  1,491 1.2 △6

　　評価・換算差額等合計   2,528 2.1  2,256 1.8 △272

Ⅲ　少数株主持分   1,677 1.4  2,056 1.6 378

純資産合計   59,107 48.8  67,546 52.2 8,439

負債純資産合計   121,107 100.0  129,518 100.0 8,410
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 百分比
（％） 金額（百万円） 百分比

（％）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業収入   289,928 100.0  292,333 100.0 2,404

Ⅱ　営業原価   243,705 84.1  244,753 83.7 1,048

営業総利益   46,223 15.9  47,579 16.3 1,356

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１  33,784 11.6  33,686 11.5 △98

営業利益   12,438 4.3  13,893 4.8 1,454

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  298   490    

２．受取配当金  20   28    

３．負ののれん償却額  31   30    

４．外国為替差益  671   616    

５．持分法による投資利益  17   19    

６．雑収入  358 1,398 0.5 292 1,478 0.5 80

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  484   412    

２．雑支出  52 536 0.2 27 440 0.2 △96

経常利益   13,300 4.6  14,931 5.1 1,631

Ⅵ　特別利益         

１．過年度損益修正益  －   277    

２．固定資産売却益 ＊２ －   82    

３．償却債権取戻益  9   21    

４．貸倒引当金戻入益  136 146 0.0 － 381 0.1 234

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ＊３ 184   －    

２．ゴルフ会員権評価損  5   －    

３．投資有価証券評価損  2   77    

４．投資有価証券売却損  3   －    

５．事業再編に伴う退職金  30   －    

６．不正事故損失  49   －    

７．営業拠点閉鎖費用  171   －    

８．貨物運送事故損害金  － 447 0.1 70 147 0.0 △299

税金等調整前当期純利益   12,999 4.5  15,165 5.2 2,166

法人税、住民税及び事業税  4,575   5,453    

法人税等調整額  306 4,881 1.7 △15 5,437 1.9 555

少数株主利益   521 0.2  566 0.2 45

当期純利益   7,596 2.6  9,160 3.1 1,564
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

7,216 4,867 36,069 △0 48,152

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 (注)１   △719  △719

役員賞与 (注)２   △131  △131

当期純利益   7,596  7,596

連結子会社の持分変更に伴う
増加高

  4  4

自己株式の取得    △0 △0

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）

－ － 6,748 △0 6,748

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,216 4,867 42,817 △0 54,900

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
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

881 813 1,694 1,427 51,274

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 (注)１     △719

役員賞与 (注)２     △131

当期純利益     7,596

連結子会社の持分変更に伴う
増加高

    4

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

149 684 834 250 1,084

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

149 684 834 250 7,832

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,030 1,497 2,528 1,677 59,107

 (注)1．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目359百万円及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当

359百万円であります。

 　 ２．平成18年６月の定時株主総会等における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,216 4,867 42,817 △0 54,900

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △827  △827

当期純利益   9,160  9,160

自己株式の取得    △0 △0

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）

  8,332 △0 8,332

平成20年３月31日　残高
（百万円）

7,216 4,867 51,150 △0 63,233

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
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,030 1,497 2,528 1,677 59,107

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △827

当期純利益     9,160

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△265 △6 △272 378 106

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△265 △6 △272 378 8,439

平成20年３月31日　残高
（百万円）

764 1,491 2,256 2,056 67,546
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  12,999 15,165 2,166

減価償却費  3,917 3,427 △490

のれん償却額  41 52 10

負ののれん償却額  △31 △30 0

賞与引当金の増（減）額  121 480 358

役員賞与引当金の増（減）額  256 △4 △261

退職給付引当金の増（減）額  △497 △480 16

貸倒引当金の増（減）額  24 13 △11

受取利息及び受取配当金  △318 △518 △200

支払利息  484 412 △71

持分法による投資損益  △17 △19 △2

固定資産売却益  － △82 △82

固定資産除却損  184 － △184

投資有価証券売却損  3 － △3

投資有価証券評価損  2 77 74

ゴルフ会員権評価損  5 － △5

売上債権の（増）減額  △21 △2,799 △2,778

仕入債務の増（減）額  2,815 △1,553 △4,369

その他の増減額  84 1,468 1,384

役員賞与の支払額  △131 － 131

小計  19,925 15,608 △4,316

利息及び配当金の受取額  292 497 204

利息の支払額  △473 △409 63

法人税等の支払額  △4,687 △4,638 48

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,057 11,057 △4,000
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △3,182 △24 3,157

定期預金の払戻による収入  21 2,969 2,948

有形固定資産の取得による支出  △1,512 △2,408 △896

有形固定資産の売却による収入  88 245 157

投資有価証券の取得による支出  △249 △352 △102

投資有価証券の償還・売却による
収入

 131 191 59

関連会社の清算による収入  － 50 50

子会社株式の追加取得による支出  △318 △15 303

貸付けによる支出  △29 △74 △44

貸付金の回収による収入  17 22 4

敷金・保証金の預入による支出  △341 △664 △323

敷金・保証金の回収による収入  403 565 161

その他の増減額  △1,467 130 1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,438 634 7,073

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増（減）額  △3,501 △240 3,261

ファイナンス・リース債務の返済
による支出

 △113 △96 16

長期借入れによる収入  799 1,948 1,148

長期借入金の返済による支出  △1,781 △3,005 △1,223

自己株式の取得による支出  △0 △0 0

配当金の支払額  △719 △827 △107

少数株主への配当金の支払額  △173 △215 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,490 △2,437 3,053

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  631 △222 △854

Ⅴ　現金及び現金同等物の増（減）額  3,759 9,032 5,273

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  15,707 19,467 3,759

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ＊１ 19,467 28,500 9,032
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数： 54社

　国内11社、海外43社、合計54社の子会社

を連結範囲に含めております。

 主要な連結子会社名は次の通りでありま

す。

（国内連結子会社）

 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ

 近鉄航空配送株式会社

 株式会社近鉄コスモス

 株式会社近鉄エクスプレス九州

 （在外連結子会社）

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (U.S.A.),INC.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (CANADA) INC.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (U.K.)LTD.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (DEUTSCHLAND)GmbH.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (BENELUX)B.V.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (HK)LTD.

 KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS

(S) PTE.LTD.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (TAIWAN),INC.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (THAILAND)CO.,LTD.

 BEIJING KINTETSU WORLD 

EXPRESS CO.,LTD.

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

(KOREA),INC.

(新規）　

　当連結会計年度より会社設立により、

KINTETSU LOGISTICS (VIETNAM),INC. 、

KWE REINSURANCE,INC.を新たに連結子会社

としております。

(除外)

　前連結会計年度において連結子会社であっ

た KINTETSU WORLD EXPRESS CHILE 

LIMITADA は、清算したため連結の範囲から

除いております。

連結子会社の数： 56社

　国内11社、海外45社、合計56社の子会社

を連結範囲に含めております。

 主要な連結子会社名は次の通りでありま

す。

（国内連結子会社）

 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ

 近鉄航空配送株式会社

 株式会社近鉄コスモス

 株式会社近鉄エクスプレス九州

 （在外連結子会社）

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (U.S.A.),INC.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (CANADA) INC.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (U.K.)LTD.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (DEUTSCHLAND)GmbH.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (BENELUX)B.V.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (HK)LTD.

 KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS

(S) PTE.LTD.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (TAIWAN),INC.

 KINTETSU WORLD EXPRESS

 (THAILAND)CO.,LTD.

 BEIJING KINTETSU WORLD 

EXPRESS CO.,LTD.

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

(KOREA),INC.

(新規）　

　当連結会計年度より会社設立により、

KINTETSU LOGISTICS (XIAMEN) CO.,LTD. 

、KINTETSU WORLD EXPRESS (CLARK) INC. 

を新たに連結子会社としております。

　なお、連結子会社である株式会社近鉄コ

スモスは、平成20年１月１日に連結子会社

である株式会社近鉄アルマックスを、株式

会社近鉄ロジスティクス・システムズは、

平成20年３月１日に連結子会社である、株

式会社近鉄エクスプレス九州、株式会社近

鉄エクスプレス北海道及び株式会社近鉄エ

コロジスティクスをそれぞれ吸収合併いた

しました。

　従って、当連結会計年度末における連結

子会社は52社となっております。
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

 

持分法適用の関連会社の数：４社

商船三井ロジスティクス株式会社

株式会社グローバルエアカーゴサービス

ロジスティクス・クオリティー・レジス

ター・インク株式会社

GFWインターナショナル株式会社

(新規)　

　当連結会計年度よりGFWインターナショ

ナル株式会社を新たに持分法適用会社とし

ております。

(除外) 

　前連結会計年度において持分法適用会社

としておりました株式会社エスイーティー

については、同社株式の全部を売却したこ

とにより、当連結会計年度において持分法

適用範囲から除外しております。

持分法適用の関連会社の数：３社

商船三井ロジスティクス株式会社

株式会社グローバルエアカーゴサービス

GFWインターナショナル株式会社

(除外)

　前連結会計年度において持分法適用会社

としておりましたロジスティクス・クオリ

ティー・レジスター・インク株式会社につ

いては、清算したことにより、当連結会計

年度において持分法適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の決算日は12月31日

であり、同日現在の決算財務諸表を使用し

ておりますが、連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な調整を

行なっております。

　なお、KINTETSU LOGISTICS

(VIETNAM),INC. は平成19年２月13日、

KWE REINSURANCE,INC. は平成19年３月27

日に設立しました。

　すべての連結子会社の決算日は12月31日

であり、同日現在の決算財務諸表を使用し

ておりますが、連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な調整を

行なっております。

　なお、KINTETSU LOGISTICS (XIAMEN) 

CO.,LTD．は平成19年４月26日から平成19

年12月31日（９ヶ月決算）、KINTETSU 

WORLD EXPRESS (CLARK) INC．は平成19年

10月４日から平成19年12月31日（３ヶ月決

算）、となっております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

 ────────

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度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、売却原価は総平均法）に

よっております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

 満期保有目的債券

 償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　総平均法による原価法によってお

ります。

時価のないもの

同左
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20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

　当社及び国内連結子会社については、

建物は定額法、その他については定率

法によっております。

　また、在外連結子会社については、

主として見積耐用年数に基づいた定額

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。

建物　　　　13年～47年

車両運搬具　３年～６年

器具備品　　３年～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

　当社及び国内連結子会社については、

建物は定額法、その他については定率

法によっております。

　ただし、これらの資産のうち平成19

年３月31日以前に取得したものは改正

前の法人税法に基づく方法、平成19年

４月1日以降に取得したものは改正後

の法人税法に基づく方法によっており

ます。

　また、在外連結子会社については、

主として見積耐用年数に基づいた定額

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。

建物　　　　13年～47年

車両運搬具　３年～６年

器具備品　　３年～10年

(会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、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

変更しております。これによる損益に

与える影響は軽微であります。

(追加情報)

　法人税法改正に伴い、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おり

ます。これによる損益に与える影響は

軽微であります。

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(主として

５年)に基づく定額法によっておりま

す。

無形固定資産

同左
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び国内連結子会社について

は、一般債権については貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等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。また、在外連結子会社に

ついては、一定の繰入率により計上し

ているほか、債権の回収可能性を検討

して計上しております。

(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

　当社及び国内連結子会社については、

従業員に支給する賞与に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度対応

額を計上しております。

　また、在外連結子会社についても支

給見込額のうち当連結会計年度対応額

を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社については、

役員に支給する賞与に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度対応額

を計上しております。

　また、在外連結子会社についても支

給見込額のうち当連結会計年度対応額

を計上しております。

ハ　役員賞与引当金

同左

ニ　退職給付引当金

　当社及び一部の連結子会社について

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

務及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。

　会計基準変更時差異（3,788百万円）

は、15年による按分額を費用処理して

おります。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（13年）による按分額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

　過去勤務債務(67百万円)は、その発

生時の平均残存勤務期間以内の一定年

数(13年)による定額法により費用処理

しております。

ニ　退職給付引当金

同左
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

(4）在外連結子会社の会計処理基準の差異

　在外連結子会社の財務諸表は、それぞ

れの国において一般に公正妥当と認めら

れる会計処理基準に基づいて作成してお

ります。

(4）在外連結子会社の会計処理基準の差異

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社は、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。

　また、在外連結子会社はファイナン

ス・リース取引については、通常の売買

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

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外連結子会社等の資産・負債及び

収益・費用は、在外連結子会社等の決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

資産・負債に係る換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含め、収益・費用に係る換算差額

は損益として処理しております。

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

　為替予約については振当処理の要件

を満たしていることから振当処理を採

用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建債権債務

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針…一定の社内ルールに従

い、将来の為替変動リ

スク回避のためにヘッ

ジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

(8）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

　税抜方式によっております。

(8）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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

　のれん及び負ののれんの償却については、

原則として20年間の均等償却を行っており

ます。 

　但し、金額が少額の場合は発生年度に一

括して償却しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金及び要求払預金のほか取得日よ

り３ヵ月以内に満期日が到来する定期預金

であります。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 （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。 

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ120百万円減少しております。

　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。

 ───────

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は57,429百万

円であります。

  なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ───────

表示方法の変更

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

(連結貸借対照表)

  前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示

しております。

(連結損益計算書)

  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償

却額」及び「負ののれん償却額」と表示しております。

 ───────

 ───────

 ───────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

＊１．関連会社の投資有価証券（株式）の金額は次のとお

りであります。

     1,311百万円

＊１．関連会社の投資有価証券（株式）の金額は次のとお

りであります。

1,296百万円

＊２．担保に供している資産 ＊２．担保に供している資産

建物及び構築物      1,095百万円

土地    911百万円

投資有価証券    140百万円

計      2,147百万円

建物及び構築物        1,055百万円

土地    911百万円

投資有価証券       132百万円

計        2,099百万円

　上記物件について、一年以内に返済予定の長期借入

金86百万円、長期借入金211百万円の担保に供してお

ります。

　なお、投資有価証券140百万円は供託をしておりま

す。

　上記物件について、一年以内に返済予定の長期借入

金110百万円、長期借入金101百万円の担保に供してお

ります。

　なお、投資有価証券132百万円は供託をしておりま

す。

＊３．のれん及び負ののれんの表示 

　のれん745百万円、負ののれん433百万円を相殺した

差額311百万円を無形固定資産の「のれん」に計上し

ております。

＊３．のれん及び負ののれんの表示 

　のれん701百万円、負ののれん410百万円を相殺した

差額291百万円を無形固定資産の「のれん」に計上し

ております。

４．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。

４．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。

カーゴ・コミュニティ・シス

テム・ジャパン株式会社
 2百万円

THE KEODIRELANG GROUP 

(PTY) LIMITED 

   222百万円

(ZAR 13,000,000)

計    224百万円

THE KEODIRELANG GROUP 

(PTY) LIMITED 

      160百万円

(ZAR 13,000,000)
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与・手当       16,116百万円

賞与引当金繰入額    769百万円

退職給付費用    854百万円

貸倒引当金繰入額    155百万円

給与・手当       16,335百万円

賞与引当金繰入額       931百万円

退職給付費用       924百万円

貸倒引当金繰入額       52百万円

＊２．          　──────── ＊２．特別利益のうち固定資産売却益は次のとおりであり

ます。

土地及び建物 82百万円

  

＊３．特別損失のうち固定資産除却損は次のとおりであり

ます。

＊３．          　────────

無形固定資産（その他）   169百万円

建物及び構築物   14百万円

計   184百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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（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 36,000,000 － － 36,000,000

合計 36,000,000 － － 36,000,000

自己株式

普通株式（注） 150 116 － 266

合計 150 116 － 266

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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27日

定時株主総会
普通株式 359 10 平成18年３月31日 平成18年６月27日

平成18年11月８日

取締役会
普通株式 359 10 平成18年９月30日 平成18年12月８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６月20日

定時株主総会
普通株式 395 利益剰余金 11 平成19年３月31日 平成19年６月21日

(株)近鉄エクスプレス　(9375)　平成 20 年３月決算短信

－ 25 －



当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 36,000,000 － － 36,000,000

合計 36,000,000 － － 36,000,000

自己株式

普通株式（注） 266 73 － 339

合計 266 73 － 339

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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19年６月20日

定時株主総会
普通株式 395 11 平成19年３月31日 平成19年６月21日

平成19年11月９日

取締役会
普通株式 431 12 平成19年９月30日 平成19年12月10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20年６月19日

定時株主総会
普通株式 467 利益剰余金 13 平成20年３月31日 平成20年６月20日

(注)１株当たり12円の普通配当に加え、１株当たり１円の創業60周年記念配当を実施する予定です。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定     22,667百万円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金
△3,200百万円

現金及び現金同等物     19,467百万円

現金及び預金勘定    28,734百万円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金
△233百万円

現金及び現金同等物     28,500百万円

　２．重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

173百万円であります。

　２．重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

32百万円であります。
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（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

251 182 68

有形固定資産・
その他（器具・
備品）

997 556 440

無形固定資産・
その他（ソフト
ウェア）

740 521 218

合計 1,989 1,261 728

 
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

257 208 49

有形固定資産・
その他（器具・
備品）

995 428 566

無形固定資産・
その他（ソフト
ウェア）

382 221 161

合計 1,635 858 776

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内    336百万円

１年超    413百万円

合計    750百万円

１年内       279百万円

１年超       515百万円

合計       795百万円

(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

支払リース料    462百万円

減価償却費相当額    438百万円

支払利息相当額   17百万円

支払リース料       395百万円

減価償却費相当額       373百万円

支払利息相当額     17百万円

(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

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  1,277百万円

１年超   3,405百万円

合計   4,682百万円

 (減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。

１年内       3,784百万円

１年超        7,940百万円

合計       11,725百万円

 (減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

  種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の

(1）株式 1,074 2,897 1,822

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,074 2,897 1,822

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの

(1）株式 239 154 △85

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 239 154 △85

合計 1,314 3,051 1,737

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度においては減損処理を行なっ

ておりません。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

－ － －

３．時価評価されていない有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

１.満期保有目的の債券  

　償還期限到来済の割引国債 140

２.その他有価証券  

非上場株式 333

関連会社株式 1,311
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当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

 １．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

 (百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの

(1）国債・地方債等 189 193 4

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 189 193 4

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 189 193 4

２．その他有価証券で時価のあるもの

  種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の

(1）株式 967 2,328 1,361

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 967 2,328 1,361

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの

(1）株式 380 255 △125

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 380 255 △125

合計 1,347 2,583 1,235

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損77百万円を計上しています。

　　また、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損をおこなって

います。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

51 － －

４．時価評価されていない有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

１.その他有価証券  

非上場株式 335

２.関連会社株式 1,296

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債券     

 国債・地方債等 57 140 － －

合計 57 140 － －
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（デリバティブ取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

為替予約取引を利用しております。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　通常の外貨建営業取引に係る債権債務の残高の範囲

内で為替予約取引を利用することとしており、基本的

には１年を超える長期契約を行わず、また、投機目的

及びレバレッジ効果の高い取引は行わない方針であり

ます。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　通常の外貨建営業取引に係る将来の為替レートの変

動リスクを回避する目的で包括的に為替予約取引を

行っております。

(3）取引の利用目的

同左

重要なヘッジ会計の方法：

為替予約については振当処理の要件を満たしてい

ることから振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象：

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建債権債務

ヘッジ方針：一定の社内ルールに従い、将来の為替

変動リスク回避のためにヘッジを行っ

ております。

ヘッジ有効性評価の方法：

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。

(4）取引に係るリスクの内容

　利用している為替予約取引は、為替相場の変動によ

る市場リスクを有しております。

　ただし、外貨建債権債務に係る為替相場の変動リス

クをヘッジする目的で為替予約取引を利用しているた

め、市場リスクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　為替予約取引につきましては、一定の社内ルールに

従い、主として海外精算担当部門が取引を実行し、財

務担当部門が予約償還額及び残高報告書を作成、管理

しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　為替予約取引のうち、期末に外貨建金銭債権債務等

に振り当てたことにより、当該外貨建金銭債権債務等

の換算を通じて財務諸表に計上されているものは、時

価等の開示の対象に含まれておりません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

　先物為替予約が付され、決済時における自国通貨額が

確定している外貨建金銭債権債務等は、連結貸借対照表

に当該自国通貨で表示しているため、該当事項はありま

せん。

２．取引の時価等に関する事項

同左
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（退職給付関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際して、退

職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対

象とされない早期退職者への早期退職者優遇制度に基づ

く退職時加給金等を支払う場合があります。一部の国内

連結子会社につきましては、確定給付型の制度として退

職金制度を設けております。また、一部の在外連結子会

社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けてお

ります。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日現在) ２．退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

 (単位：百万円)

イ．退職給付債務 △18,695

ロ．年金資産 14,927

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △3,768

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 2,025

ホ．未認識過去勤務債務 40

ヘ．未認識数理計算上の差異 299

ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋

ニ＋ホ＋ヘ）

△1,403

チ．前払年金費用 －

リ．退職給付引当金（ト－チ） △1,403

 (単位：百万円)

イ．退職給付債務 △18,943

ロ．年金資産 13,337

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △5,605

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 1,773

ホ．未認識過去勤務債務 34

ヘ．未認識数理計算上の差異 3,014

ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋

ニ＋ホ＋ヘ）

△783

チ．前払年金費用 126

リ．退職給付引当金（ト－チ） △909

（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

（注）　　　　　　　　　同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

 (単位：百万円)

イ．勤務費用　（注）２ 962

ロ．利息費用 351

ハ．期待運用収益 △535

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 252

ホ．過去勤務債務の費用処理額 5

ヘ．数理計算上の差異の費用処理額 150

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ

＋ヘ）

1,185

 (単位：百万円)

イ．勤務費用　（注）２ 1,029

ロ．利息費用 352

ハ．期待運用収益 △592

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 252

ホ．過去勤務債務の費用処理額 5

ヘ．数理計算上の差異の費用処理額 121

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ

＋ヘ）

1,168

（注）１．上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連結

子会社においては、退職時加給金及び確定拠出

型の退職給付費用等として279百万円を計上し

ております。

（注）１．上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連結

子会社においては、退職時加給金及び確定拠出

型の退職給付費用等として216百万円を計上し

ております。

２．適格退職年金に対する従業員拠出額を控除して

おります。簡便法を採用している連結子会社の

退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計上して

おります。

２．　　　　　　　同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 4.0％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 13年

イ．退職給付見込額の期間配分方法 同左

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 4.0％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 13年

（発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数による

定額法により費用処理しております。）

同左

ホ．数理計算上の差異の処理年数 13年 ホ．数理計算上の差異の処理年数 13年

（発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数による

定額法により翌連結会計年度から費用処理します。）

同左

ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 15年 ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 15年

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

  (単位：百万円)

繰延税金資産  

繰越欠損金 772

賞与引当金 301

役員賞与引当金 13

未払事業税等 83

貸倒引当金 103

退職給付引当金 365

未払退職慰労金 89

投資有価証券等評価額 66

その他 490

繰延税金資産小計 2,287

評価性引当額 △189

繰延税金資産合計 2,097

繰延税金負債  

減価償却費 △671

その他有価証券評価差額金 △707

在外子会社留保利益 △71

その他 △5

繰延税金負債合計 △1,455

繰延税金資産の純額 641

  (単位：百万円)

繰延税金資産  

繰越欠損金 636

賞与引当金 408

未払事業税等 142

貸倒引当金 124

退職給付引当金 222

未払退職慰労金 76

投資有価証券等評価額 40

その他 604

繰延税金資産小計 2,255

評価性引当額 △293

繰延税金資産合計 1,961

繰延税金負債  

減価償却費 △473

前払年金費用 △51

その他有価証券評価差額金 △502

在外子会社留保利益 △65

その他 △19

繰延税金負債合計 △1,112

繰延税金資産の純額 849

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
1.08%

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△1.07%

子会社の法定実効税率との差異 △9.13%

税務上の繰越欠損金当期発生額 1.99%

税務上の繰越欠損金の充当 △1.10%

受取配当金連結消去に伴う影響額 5.35%

その他 △0.25%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.56%

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
2.35%

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△2.11%

子会社の法定実効税率との差異 △9.56%

受取配当金連結消去に伴う影響額 3.03%

その他 　　1.45%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　35.85%
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　貨物運送事業の営業収入、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの営業収入の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　貨物運送事業の営業収入、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの営業収入の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

 東南アジ
ア・中近東
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．営業収入及び営業利益         

営業収入         

(1）外部顧客に対する営

業収入
124,497 37,516 26,090 76,181 25,642 289,928 － 289,928

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
1,567 4,516 1,376 1,213 463 9,137 △9,137 －

計 126,064 42,033 27,466 77,394 26,105 299,065 △9,137 289,928

営業費用 122,103 39,156 27,078 73,274 24,904 286,518 △9,028 277,489

営業利益 3,960 2,876 388 4,120 1,201 12,547 △108 12,438

Ⅱ．資産 63,662 14,133 14,297 31,548 9,446 133,088 △11,980 121,107

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

 東南アジ
ア・中近東
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．営業収入及び営業利益         

営業収入         

(1）外部顧客に対する営

業収入
125,638 34,966 26,436 80,469 24,821 292,333 － 292,333

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
1,434 3,881 1,056 1,090 503 7,966 △7,966 －

計 127,072 38,848 27,493 81,560 25,324 300,299 △7,966 292,333

営業費用 122,628 36,163 27,098 76,752 23,749 286,391 △7,952 278,439

営業利益 4,443 2,685 394 4,808 1,575 13,907 △14 13,893

Ⅱ．資産 62,916 17,026 14,553 34,050 10,264 138,810 △9,292 129,518

　（注）１．地域区分は事業活動の相互関連性及び地理的近接度を考慮し、区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブル

グ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、アフ

リカ諸国

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナム、中

近東諸国
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３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度3,252百万円、当連結会計年度

5,409百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）であります。

４．会計方針の変更（前連結会計年度）

 「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」(役員賞与に関する会計基準）に記載のとおり、

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。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は109百万円、「東南

アジア・中近東」の営業費用は10百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

ｃ．海外営業収入

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）

米州
欧州・
アフリカ

東アジア・
オセアニア

東南アジ
ア・中近東

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 37,521 26,097 76,183 25,644 165,447

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － － 289,928

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入に占

める割合（％）
12.9 9.0 26.3 8.9 57.1

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

米州
欧州・
アフリカ

東アジア・
オセアニア

東南アジ
ア・中近東

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 34,973 26,444 80,471 24,824 166,713

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － － 292,333

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入に占

める割合（％）
12.0 9.0 27.5 8.5 57.0

　（注）１．地域区分は事業活動の相互関連性及び地理的近接度を考慮し、区分しております。

２．区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブル

グ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、アフ

リカ諸国

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナム、中

近東諸国

３．海外営業収入は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収入であります。

（関連当事者との取引）

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）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 1,595.27 1,819.18

１株当たり当期純利益（円） 210.17 254.47

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

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

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 7,596 9,160

普通株主に帰属しない金額（百万円） 29 －

（うち利益処分による役員賞与） (10) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,566 9,160

期中平均株式数（株） 35,999,831 35,999,707

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（その他）

  当社は国際航空貨物利用運送に係る本体運賃、燃油サーチャージ、AMSフィー、セキュリティーチャージ等と称する

運賃を他の業者と共同して決定している疑いにより、平成20年４月16日、公正取引委員会から独占禁止法第47条第１項

の立入検査を受けました。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日現在）
当事業年度

（平成20年３月31日現在）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   4,674   6,242  1,568

２．受取手形   46   35  △11

３．営業未収金 ＊３  21,790   21,854  64

４．貯蔵品   0   0  △0

５．前払費用   148   156  7

６．繰延税金資産   361   400  38

７．従業員短期貸付金   5   8  2

８．関係会社短期貸付金   886   810  △76

９．その他 ＊３  471   767  296

貸倒引当金   △54   △55  △0

流動資産合計   28,331 42.5  30,221 44.9 1,889

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ＊１ 18,177   18,235    

減価償却累計額  △6,067 12,110  △6,622 11,613  △497

(2）構築物  2,670   2,713    

減価償却累計額  △844 1,826  △948 1,764  △61

(3）車両運搬具  393   399    

減価償却累計額  △301 92  △339 59  △32

(4）器具・備品  1,913   2,034    

減価償却累計額  △1,216 697  △1,462 572  △125

(5）土地 ＊１  8,558   8,558  －

(6）建設仮勘定   21   104  82

有形固定資産合計   23,306 35.0  22,672 33.6 △633

２．無形固定資産         

(1）ソフトウエア   1,074   896  △178

(2）施設利用権   4   4  △0

(3）ソフトウエア仮勘定   5   21  16

無形固定資産合計   1,084 1.6  921 1.4 △163

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ＊２  2,756   2,186  △569

(2）関係会社株式   9,392   9,530  137

(3）出資金   4   4  －

(4）従業員長期貸付金   70   53  △17

(5）関係会社長期貸付金   249   111  △138

(6）破産債権・更生債権その
他これらに準ずる債権

  53   48  △4

(7）長期前払費用   6   1  △4

(8）敷金・保証金   1,370   1,386  16

(9）その他   236   421  184

貸倒引当金   △214   △204  10

投資その他の資産合計   13,925 20.9  13,540 20.1 △385

固定資産合計   38,316 57.5  37,134 55.1 △1,182

資産合計   66,648 100.0  67,355 100.0 706
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前事業年度

（平成19年３月31日現在）
当事業年度

（平成20年３月31日現在）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．営業未払金 ＊３  10,662   10,325  △336

２．短期借入金   7,050   7,150  100

３．１年内返済予定長期借入金 ＊１  2,442   3,614  1,172

４．未払金 ＊３  1,291   1,257  △34

５．未払費用   378   337  △41

６．未払法人税等   636   988  351

７．預り金   1,234   1,217  △16

８．賞与引当金   583   589  5

９．役員賞与引当金   15   15  －

流動負債合計   24,294 36.4  25,494 37.9 1,200

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ＊１  4,515   2,489  △2,026

２．退職給付引当金   492   －  △492

３．繰延税金負債   257   255  △2

４．その他   186   171  △15

固定負債合計   5,452 8.2  2,916 4.3 △2,536

負債合計   29,747 44.6  28,411 42.2 △1,335

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   7,216 10.8  7,216 10.7 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  4,867   4,867    

資本剰余金合計   4,867 7.3  4,867 7.2 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  791   791    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  18,750   20,750    

繰越利益剰余金  4,247   4,588    

利益剰余金合計   23,788 35.7  26,129 38.8 2,340

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0 △0

株主資本合計   35,871 53.8  38,211 56.7 2,340

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   1,030 1.6  732 1.1 △297

評価・換算差額等合計   1,030 1.6  732 1.1 △297

純資産合計   36,901 55.4  38,944 57.8 2,042

負債純資産合計   66,648 100.0  67,355 100.0 706
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　営業収入   103,329 100.0  102,230 100.0 △1,099

Ⅱ　営業原価   82,989 80.3  81,946 80.2 △1,043

営業総利益   20,339 19.7  20,283 19.8 △56

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  365   419    

２．給料・手当  7,808   7,746    

３．賞与引当金繰入額  424   433    

４．退職給付費用  678   592    

５．福利厚生費  1,065   1,085    

６．賃借料  671   725    

７．電算機維持費  2,022   1,814    

８．旅費交通費  521   598    

９．調査宣伝費  270   341    

10．貸倒引当金繰入額  19   4    

11．諸税公課  341   333    

12．減価償却費  632   588    

13．その他  2,326 17,148 16.6 2,385 17,069 16.7 △78

営業利益   3,191 3.1  3,213 3.1 22

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  55   53    

２．受取配当金 ＊１ 1,202   1,471    

３．為替差益  416   516    

４．雑収入  11 1,686 1.6 28 2,069 2.0 382

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  175   186    

２．雑支出  16 191 0.2 － 186 0.2 △4

経常利益   4,686 4.5  5,095 5.0 409

Ⅵ　特別利益         

1．関係会社株式売却益  109 109 0.1 － － － △109

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ＊２ 13   －    

２．投資有価証券評価損  －   77    

３．ゴルフ会員権評価損  5 19 0.0 － 77 0.1 58

税引前当期純利益   4,777 4.6  5,018 4.9 241

法人税、住民税及び事業税  1,550   1,687    

法人税等調整額  330 1,880 1.8 163 1,850 1.8 △30

当期純利益   2,896 2.8  3,168 3.1 272
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営業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　直接原価       

１．運賃原価  50,101  47,472  △2,628

２．通関原価  364  373  8

３．運送原価  11,597  11,654  57

４．保管流通加工原価  13,189  14,427  1,237

５．その他直接原価  －  132  132

直接原価計  75,252 90.7 74,059 90.4 △1,192

Ⅱ　人件費計  4,647 5.6 4,823 5.9 176

（うち賞与引当金繰入額）  (158)  (155)  (△2)

（うち退職給付費用）  (252)  (240)  (△11)

Ⅲ　経費       

１．賃借料  705  746  40

２．事務所維持費  847  856  8

３．電算機維持費  255  104  △151

４．消耗品費  198  186  △11

５．減価償却費  743  703  △40

６．その他経費  338  466  127

経費計  3,090 3.7 3,062 3.7 △27

営業原価計  82,989 100.0 81,946 100.0 △1,043

  

(株)近鉄エクスプレス　(9375)　平成 20 年３月決算短信

－ 41 －



(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

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）

7,216 4,867 4,867 791 16,750 4,151 21,692 △0 33,775

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て (注)1     2,000 △2,000 －  －

剰余金の配当 (注)2      △719 △719  △719

利益処分による役員賞与 
(注)1

     △80 △80  △80

当期純利益      2,896 2,896  2,896

自己株式の取得        △0 △0

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）

－ － － － 2,000 96 2,096 △0 2,096

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,216 4,867 4,867 791 18,750 4,247 23,788 △0 35,871

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

881 34,656

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て (注)1  －

剰余金の配当 (注)2  △719

利益処分による役員賞与
(注)1

 △80

当期純利益  2,896

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

149 149

事業年度中の変動額合計
（百万円）

149 2,245

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,030 36,901

(注)1．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

 　２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目359百万円及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当359

百万円であります。
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

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）

7,216 4,867 4,867 791 18,750 4,247 23,788 △0 35,871

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て     2,000 △2,000 －  －

剰余金の配当      △827 △827  △827

当期純利益      3,168 3,168  3,168

自己株式の取得        △0 △0

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）

－ － － － 2,000 340 2,340 △0 2,340

平成20年３月31日　残高
（百万円）

7,216 4,867 4,687 791 20,750 4,588 26,129 △0 38,211

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,030 36,901

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △827

当期純利益  3,168

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△297 △297

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△297 2,042

平成20年３月31日　残高
（百万円）

732 38,944
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重要な会計方針

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

   ────────

 

満期保有目的債券

　　償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

　総平均法による原価法によっておりま

す。

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

　事業年度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、

売却原価は総平均法）によっておりま

す。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　総平均法による原価法によっており

ます。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品

　先入先出法による原価法によっており

ます。

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　建物は定額法、その他については定率

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。

建物　　　　13年～47年

車両運搬具　４年～６年

(1）有形固定資産

　建物は定額法、その他については定率

法によっております。

  ただし、これらの資産のうち平成19年

３月31日以前に取得したものは改正前の

法人税法に基づく方法、平成19年４月1

日以降に取得したものは改正後の法人税

法に基づく方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。

建物　　　　13年～47年

車両運搬具　４年～６年

(会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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おり

ます。これによる損益に与える影響は軽

微であります。

(追加情報)

　法人税法改正に伴い、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％に到達した会

計年度の翌会計年度より、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

て計上しております。これによる損益に

与える影響は軽微であります。
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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

づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の

直物為替相場により円貨に換算し、為替差

額は損益として処理しております。

同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率による計

算額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度対応額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

 役員に支給する賞与に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度対応額を計上

しております。

(3）役員賞与引当金

               同左

(4）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。

　会計基準変更時差異(3,628百万円)は、

15年による按分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

以内の一定年数(13年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度より費用処理しております。

　過去勤務債務(67百万円)は、その発生

時の平均残存勤務期間以内の一定年数

（13年）による定額法により費用処理し

ております。

(4）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。

  会計基準変更時差異(3,628百万円)は、

15年による按分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

以内の一定年数(13年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度より費用処理しております。

  過去勤務債務(67百万円)は、その発生

時の平均残存勤務期間以内の一定年数

（13年）による定額法により費用処理し

ております。

  なお、当事業年度末においては、退職

給付債務から未認識数理計算上の差異を

控除した金額を年金資産が超過する状態

のため、当該超過額を前払年金費用に計

上し、投資その他の資産「その他の投

資」に含めて表示しております。

(株)近鉄エクスプレス　(9375)　平成 20 年３月決算短信

－ 45 －



 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　為替予約については振当処理の要件を

満たしていることから振当処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約取引

ヘッジ対象……外貨建債権債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針……一定の社内ルールに従

い、将来の為替変動リ

スク回避のためにヘッ

ジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

（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、従来の方法によった場合と比べて営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ60百万円減少し

ております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は36,901百万

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 ────────

 

 

 

 

 

────────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

＊１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

＊１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

建物    1,095百万円

土地 911百万円

計 2,007百万円

建物       1,055百万円

土地    911百万円

計      1,967百万円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

長期借入金 297百万円

(１年内返済予定を含む)  

長期借入金    211百万円

(１年内返済予定を含む)  

＊２．貸付有価証券

　投資有価証券には、貸付有価証券140百万円が含ま

れております。

＊２．貸付有価証券

　投資有価証券には、貸付有価証券132百万円が含ま

れております。

＊３．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

＊３．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

営業未収金 3,448百万円

立替金(流動資産「その他」) 412百万円

未収収益(流動資産「その他」) 1百万円

営業未払金 4,699百万円

未払金 726百万円

営業未収金     3,293百万円

立替金(流動資産「その他」)    456百万円

未収収益(流動資産「その他」)  1百万円

営業未払金     4,603百万円

未払金    668百万円

　４．保証債務

　下記の会社の借入金及び仕入先よりの債務に対して

次のとおり保証を行っております。

　４．保証債務

　下記の会社の借入金及び仕入先よりの債務に対して

次のとおり保証を行っております。

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(CANADA) INC.

867百万円
(CA$8,523,447)

KINTETSU GLOBAL I.T., INC.
831百万円

(US$7,044,000)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(U.S.A.), INC.

   742百万円
(US$6,292,000)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(THAILAND)CO.,LTD.

   290百万円
(THB79,107,774)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

   277百万円
(ZAR17,011,304)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(U.K.) LTD.

   272百万円
(GBP1,176,000)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(KOREA),INC.

   190百万円
(W 1,517,755,278)

その他18社    420百万円

計      3,893百万円

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(CANADA) INC.

   643百万円
(CA$6,564,901)

KINTETSU GLOBAL I.T., INC.
   481百万円

(US$4,808,000)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(U.S.A.), INC.

      405百万円
(US$4,044,000)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(U.K.) LTD.

      253百万円
(GBP1,266,956)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

      160百万円
(ZAR13,000,000)

KINTETSU WORLD EXPRESS 
(ITALIA) S.R.L.

      127百万円
(EUR803,039)

PT KINTETSU WORLD EXPRESS
INDONESIA

      85百万円
(USD850,000)

その他3社       146百万円

計           2,303百円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１．関係会社に係る注記

　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

＊１．関係会社に係る注記

　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

受取配当金    1,182百万円 受取配当金         1,441百円

＊２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ＊２．　　　　　　────────

建物 11百万円

器具・備品  1百万円

（株主資本等変動計算書関係）

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（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） 150 116 － 266

合計 150 116 － 266

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 266 73 － 339

合計 266 73 － 339

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

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 4 3 0

車両運搬具 － － －

器具・備品 997 556 440

ソフトウェア 740 521 218

合計 1,742 1,082 660

 

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 4 4 0

車両運搬具 6 0 5

器具・備品 995 428 566

ソフトウェア 382 221 161

合計 1,388 655 733

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 308百万円

１年超 362百万円

合計 670百万円

１年内    250百万円

１年超    493百万円

合計    743百万円

(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

支払リース料 432百万円

減価償却費相当額 413百万円

支払利息相当額 13百万円

支払リース料    364百万円

減価償却費相当額    348百万円

支払利息相当額   14百万円

(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

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

 (減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありません。

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

 (減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

  (単位：百万円)

繰延税金資産  

賞与引当金 274

未払事業税等 68

貸倒引当金 96

退職給付引当金 200

未払退職慰労金 76

有価証券等評価損 66

電話加入権評価損 28

その他 0

繰延税金資産合計 810

繰延税金負債  

有価証券評価差額金 △707

繰延税金負債合計 △707

繰延税金資産の純額 103

  (単位：百万円)

繰延税金資産  

賞与引当金 273

未払事業税等 107

貸倒引当金 99

未払退職慰労金 69

有価証券等評価損 104

電話加入権評価損 28

その他 15

繰延税金資産合計 699

繰延税金負債  

前払年金費用 △51

有価証券評価差額金 △502

繰延税金負債合計 △554

繰延税金資産の純額 144

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

当事業年度につきましては、法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率

の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.19%

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△1.36%

 住民税均等割等 1.12%

 外国税額控除 △4.60%

その他 △0.22%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.82%
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 1,025.06 1,081.81

１株当たり当期純利益（円） 80.46 88.02

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

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

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（百万円） 2,896 3,168

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,896 3,168

期中平均株式数（株） 35,999,831 35,999,707

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（その他）

　当社は国際航空貨物利用運送に係る本体運賃、燃油サーチャージ、AMSフィー、セキュリティーチャージ等と称する運

賃を他の業者と共同して決定している疑いにより、平成20年４月16日、公正取引委員会から独占禁止法第47条第１項の

立入検査を受けました。
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６．役員の異動
(1）代表取締役の異動

 該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

 ①新任取締役候補

 取締役　中田　晴人　（現　執行役員総務部長）

 取締役　星合　弘之　（現　執行役員フォワーディング営業部長）

 取締役　渡来　義規　（現　執行役員東南アジア・中近東本部長）

 取締役　森　　和也　（現　執行役員経理部長）

 ②退任予定取締役

 常務取締役　藤田　則大

 ③昇任取締役候補

 常務取締役　服部　雅一　（現　取締役）

 ④新執行役員候補

 執行役員世界本部副本部長　　　田原　清彦　（現　世界本部専任部長）　

 執行役員米州本部副本部長　　　番場　　隆　（現　KINTETSU WORLD EXPRESS (U.S.A.),INC.副社長）　

 執行役員東アジア・オセアニア　稲村　寿通　（現　BEIJING KINTETSU WORLD EXPRESS CO.,LTD.社長）

 本部副本部長

(3）就任予定日

 平成20年６月19日
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