
平成２０年３月期   決 算 短 信 
平成２０年５月１５日 

 

上 場 会 社 名            ケイヒン株式会社             上場取引所     東証第一部 

コ ー ド 番 号            ９３１２                   ＵＲＬ http://www.keihin.co.jp 

代  表  者       （役職名）代表取締役社長（氏名）大津 育敬 

問合せ先責任者       （役職名）取締役財務部長（氏名）漆畑 光一        ＴＥＬ（０３）３４５６－７８２５ 

定時株主総会開催予定日 平成２０年６月２７日       配当支払開始予定日 平成２０年６月３０日 

有価証券報告書提出予定日 平成２０年６月３０日 

 
（百万円未満切捨て） 

１．２０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） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

      百万円       ％ 

    45,255   △ 2.1 

    46,220     6.6 

      百万円       ％ 

     2,142    22.7 

     1,746   △ 9.6 

      百万円       ％ 

     1,634    27.6 

     1,281   △ 9.9 

      百万円       ％ 

      299  △ 53.2 

      639  △ 26.9 

 

 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 

売 上 高 

営業利益率 

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

      円    銭 

     4    58 

     9    79 

      円    銭 

―― 

―― 

           ％ 

       2.2 

       4.5 

          ％ 

       3.3 

       2.5 

          ％ 

       4.7 

       3.8 

（参考）持分法投資損益         20年 3月期       7百万円      19年 3月期       3百万円 

 

（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

         百万円 

46,675 

51,553 

            百万円 

12,849 

14,045 

             ％ 

          27.5 

          27.2 

           円    銭 

196    72 

215    03 

（参考）自己資本          20年 3月期   12,849百万円      19年 3月期    14,045万円 

 

（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          

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

            百万円 

         1,528 

         2,580 

            百万円 

      △   577 

      △ 1,598 

            百万円 

      △ 2,545 

      △   959 

            百万円 

         1,549 

         3,130 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期  末 年  間 

配当金総額 

（年間） 

配 当 性 向 

（連結） 

純資産配当率 

（連結） 

 

 19年 3月期 

 20年 3月期 

       円   銭

      ―― 

      ―― 

       円   銭

      5  60 

      5  60 

       円   銭

      5  60 

      5  60 

       百万円 

       365 

       365 

          ％ 

      57.2 

     122.3 

          ％ 

       2.6 

       2.8 

21年 3月期 

（予想） 

 

      ―― 

 

      5  60 

 

      5  60 

  

      48.8 

 

 

３．２１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２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

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 

第２四半期連結累計期間 

通       期 

  百万円     ％ 

22,000  △ 7.3 

44,100  △ 2.6 

  百万円     ％

880  △31.5

1,800  △16.0

  百万円     ％

650  △37.3

1,300  △20.4

  百万円     ％ 

370     ― 

750   150.8 

    円   銭 

    5   66 

   11   48 
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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          有 

   （注）詳細は、18、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」および 20ページ「会計処理

方法の変更」をご覧ください。 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

   ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年 3月期   65,364,457株      19年 3月期   67,539,457株 

   ② 期末自己株式数           20年 3月期       46,609株      19年 3月期    2,218,253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、36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 

１．２０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) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

      百万円       ％ 

    37,886   △ 3.1 

    39,113     8.7 

      百万円       ％ 

     1,821    46.4 

     1,244   △ 6.9 

      百万円       ％ 

     1,424    59.5 

       893   △ 6.0 

      百万円       ％ 

      230  △ 19.6 

      286    142.4 

 

 １株当 たり       

当期純 利益       

潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり当期純利益 

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

       円    銭 

       3    53 

       4    31 

         円    銭 

―― 

―― 

 

（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 

 

 20年 3月期 

 19年 3月期 

         百万円 

41,114 

45,889 

            百万円 

13,077 

14,263 

             ％ 

          31.8 

          31.1 

           円    銭 

200    21 

218    37 

（参考）自己資本          20年 3月期   13,077百万円      19年 3月期   14,263百万円 

 

２．２１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） 

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 

第２四半期累計期間 

通       期 

  百万円     ％ 

18,500  △ 8.2 

37,000  △ 2.3 

  百万円     ％

630  △42.4

1,250  △31.4

  百万円     ％

450  △49.7

850  △40.3

  百万円     ％ 

250     ― 

450    95.7 

    円   銭 

    3   83 

    6   89 

 

 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成されたものであ

り、リスクや不確定要素を含んでおりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があ

ります。 

なお、上記予想に関する事項については、４ページを参照してください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

   ①当連結会計年度の概況 

     当連結会計年度のわが国経済は、年度前半は企業収益が改善し、輸出の増加や個

人消費の底堅さにも支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしましたが、円

高ドル安、素材価格の高騰やサブプライム住宅ローン問題に伴う世界的な金融不安

などの影響により、年度末にかけて景気の停滞色が強まり、先行きに不透明感が強

まってまいりました。 

     物流業界におきましては、国際貨物は増加いたしましたが、国内貨物の荷動きに

伸び悩みがみられ、物流合理化や競争激化に伴う料金値下げに加えて、原油価格高

騰によるコスト圧迫が続くなど、業界を取り巻く収益環境は依然として厳しい状態

が続いております。 

     当社グループは、このような環境のもと、物流合理化などによる影響がありまし

たものの、平成 18 年４月にスタートさせた中期経営計画「ケイヒングループ経営

３ヵ年“STEP FORWARD”計画」の２年度を迎え、営業開発活動を強力に推進して業

務受注の拡大を図る一方、業績改善が見込めない子会社の解散や不採算取引の見直

しを行うなど、計画目標の達成に向けた取り組みを重点的に実施して、利益の拡大

に努めるとともに、経営体制の整備や財務体質の改善を図り、業績の回復・向上に

努めました。 

     その結果、当連結会計年度の売上高は 452 億５千５百万円（前期比９億６千５百

万円の減収、2.1％減）、営業利益は 21 億４千２百万円（前期比３億９千６百万円

の増益、22.7％増）、経常利益は 16 億３千４百万円（前期比３億５千３百万円の増

益、27.6％増）となりましたが、会計処理方法の変更に伴う過年度分の役員退職慰

労引当金などを特別損失に計上しました結果、当期純利益は２億９千９百万円（前

期比３億４千万円の減益、53.2％減）となりました。 

 

     当社グループの部門別概況は、次のとおりであります。 

 

    国際物流部門 

     国際物流部門におきまして、複合一貫輸送は、日本における輸出入貨物取扱いが

堅調に推移する中で、香港の輸入貨物取扱いが増加し、取扱量は前期比 2.4％の増

加となりました。港湾作業も、船内・沿岸作業の貨物取扱いが順調に推移し、取扱

量は前期比 4.5％の増加となりました。また、輸出車輌の海上輸送やプロジェクト

貨物も、貨物取扱いが好調に推移いたしました。 

一方、海運貨物は、輸出貨物取扱いは増加しましたが、輸入貨物取扱いが減少し、

取扱量は前期比 5.8％の減少となりました。航空貨物も、輸出貨物取扱いが低調に

推移し、取扱量は前期比 9.8％の減少となりました。 

     以上の結果、国際物流部門の売上高は 190 億５千１百万円（前期比３億２千万円

の増収、1.7％増）となりました。 

 

    国内物流部門 

     国内物流部門におきまして、倉庫保管は、葉たばこや食料品等の減少により、保

管残高は前期比 2.7％の減少となりましたが、倉庫荷役は、紙製品や事務機器を中
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心に順調に推移し、入出庫取扱量は前期比 4.6％の増加となりました。 

一方、一般貨物輸送は、食料品や住宅関連資材を中心に取扱いが低調に推移し、

運送屯数は前期比 6.2％の減少となりました。また、海上コンテナ輸送も、昨年 10

月の子会社解散に伴い、関西地区におけるコンテナ貨物取扱いが終了し、取扱本数

は 20 フィート換算で前期比 24.2％の減少となりました。 

     以上の結果、国内物流部門の売上高は 183 億４千万円（前期比７億５百万円の減

収、3.7％減）となりました。 

 

    宅配物流部門 

     宅配物流部門におきまして、宅配は、通信販売商品の取扱いが伸び悩み、取扱件

数は前期並となりました。また、商品センター作業は、通信販売商品の取扱いが順

調に推移し、取扱個数は前期比 7.0％の増加となりましたが、主要なお客様の物流

再編や料金値下げの影響を受けました。 

     以上の結果、宅配物流部門の売上高は 75 億１千５百万円（前期比５億６千３百

万円の減収、7.0％減）となりました。 

 

    情 報 部 門       

     情報部門におきましては、物流を中心としたシステムソフト開発の業務受注が低

調に推移いたしました結果、情報部門の売上高は３億４千７百万円（前期比１千９

百万円の減収、5.2％減）となりました。 

 

   ②次期の見通し 

   今後のわが国経済は、輸出が増加基調で推移し、景気は緩やかに回復していくと

期待されておりますが、米国経済の景気後退が懸念され、個人消費や為替相場の動

向および素材価格の高騰など、景気の下振れリスクが高まっております。 

     物流業界におきましては、物流合理化や料金値下げの影響に加えて、円高による

輸出環境の悪化や原油価格高騰によるコスト圧迫が続くなど、依然として厳しい経

営環境が続くものと予想されます。 

     このような状況下ではございますが、当社グループは、平成 18 年４月にスター

トさせた中期経営計画「ケイヒングループ経営３ヵ年“STEP FORWARD”計画」の

終年度を迎え、営業開発活動を強力に推進して業務受注の拡大を図り、計画目標の

達成に向けた取り組みを重点的に実施して業績の向上に努めるとともに、経営の効

率化・合理化を積極的に推進して収益構造のさらなる改善を図り、社業発展に努め

てまいります。 

     次期の業績の見通しにつきましては、売上高で 441 億円（前期比 2.6％減）、営業

利益で 18 億円（前期比 16.0％減）、経常利益で 13 億円（前期比 20.4％減）、当期

純利益で７億５千万円（前期比 150.8％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、有利子負債の削減による現金及び預金の減少、株式相場低下

に伴う投資有価証券の減少等により、前期末比48億７千８百万円減の466億７千５

百万円となりました。 
 

当期末の負債合計は、有利子負債の返済や営業未払金の減少等により、前期末比

36億８千２百万円減の338億２千５百万円となりました。 
 

また、当期末の純資産は、株式相場低下に伴うその他有価証券評価差額金の減少

等により、前期末比11億９千６百万円減の128億４千９百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

     当期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

15 億２千８百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが５億７千７百万円

の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが 25 億４千５百万円の減少となり、

これに現金及び現金同等物に係る換算差額（１千３百万円の増加）を加え、全体で

は 15 億８千１百万円の減少となり、当期の現金及び現金同等物の期末残高は 15 億

４千９百万円となりました。 

 

     (1) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

       当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利

益 13 億７千３百万円、減価償却費 16 億３千１百万円等により、15 億２千８百

万円の増加となりました。 

       前期(25 億８千万円の増加)との比較では、10 億５千２百万円の減少となり

ました。 

 

    (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

       当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による

支出 14 億８千５百万円等により、５億７千７百万円の減少となりました。 

       前期(15 億９千８百万円の減少)との比較では、10 億２千１百万円の増加と

なりました。 

 

    (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

       当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済および配

当金の支払い等により、25 億４千５百万円の減少となりました。 

       前期(９億５千９百万円の減少)との比較では、15 億８千６百万円の減少とな

りました。 
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    (4) 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 (％)       25.1       27.7       27.2       27.5 

時価ベースの自己資本比率 (％)       54.0       61.3       34.3       22.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率       12.4       11.3       10.2       15.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ        3.6        4.0        4.5        2.7 

 (注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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 

    １．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。 

    ２．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。 

    ３．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 

  ①利益配分に関する基本方針  

   当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として位置づけております。 

    昭和 63 年度から１株当たり５円 60 銭の普通配当を継続するなど、安定した配当の

維持を重視するとともに、業績に対応した配当を行うことを基本方針としております。 

 

②当期の剰余金の配当 

    当期の剰余金の配当につきましては、安定配当維持の観点から、当初の予定どおり

１株につき５円 60 銭の配当を実施いたします。 

 

③次期の剰余金の配当 

    次期の剰余金の配当につきましては、当期と同じく１株につき５円 60 銭の配当と

させていただく予定であります。 

 

（４）事業等のリスク 

①事業環境の変動リスク 

    当社グループは、国際物流、国内物流、宅配物流等の物流事業を行っており、荷動

きは国内外の景気動向や在庫調整の影響を受け、また、売上高は価格競争等の物流市

場動向や顧客企業の物流合理化の影響を受けるなど、事業環境の変動の影響を受けま

す。 

 

②自然災害によるリスク 

    当社グループは、東京、横浜、名古屋、大阪および神戸に倉庫を中心とする物流施

設を有しており、これら施設は地震、台風等の自然災害の発生を想定し、耐性を十分

考慮して建設しておりますが、万一、想定を超えるような自然災害が発生し、これら

施設に損害が生じた場合には、業績に相当の影響が生じる可能性があります。 
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③カントリーリスク 

当社グループは現在、シンガポール、フィリピン、香港および台湾等において現地

法人が国際貨物取扱等の物流事業を行っておりますが、これら各国のカントリーリス

ク要因（予期しない法令の変更、政治的な混乱等）により、当社グループの業績に影

響を受ける可能性があります。 

 

④情報ネットワーク等に関するリスク 

  当社グループの情報ネットワークに、インターネットを通じて外部から侵入された

場合には、情報ネットワークシステムに障害が生じる可能性がありますので、ファイ

アウォールを設置する等の厳重な管理を実施するとともに、ＩＴ賠償責任保険を付保

しております。 

    また、当社グループは、物流業務において個人情報を含む顧客等の情報を取扱って

おります。これら情報の外部漏洩や喪失等の問題が発生した場合には、当社グループ

の社会的信用の低下を招き、損害賠償請求を受ける可能性があります。 

 

⑤為替レートの変動リスク 

当社グループの海外進出国・地域における取引ならびに国際物流事業における海外

法人等との取引において、収益・費用・資産を含む現地通貨やＵＳドル建ての項目は、

連結財務諸表の作成のために円換算されております。換算時の為替レートにより、円

換算後の価値に影響を受ける可能性があります。 

 

⑥金利の変動リスク 

    当社グループの必要な設備資金等は、固定金利による長期の安定的な資金調達を基

本としておりますが、一部の変動金利による調達資金については金利変動の影響を受

けることとなります。また、今後の金利変動により、将来の資金調達コストに影響を

受ける可能性があります。 

 

⑦保有資産の時価の変動リスク 

  今後、事業用資産（土地・建物等）の時価が大幅に下落し、かつ当該資産から充分

なキャッシュ・フローが見込めない場合には、減損処理をする可能性があります。 

また、投資有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落した場合にも、減損処理

が発生する可能性がありますので、当社グループの業績および財政状況に影響を受け

ることがあります。 
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２．企業集団の状況 

  当社グループは、当社および子会社 15 社、関連会社１社により構成されており、当社

を中心に各社が相互に連携して国際物流、国内物流、宅配物流等の物流事業およびこれら

に付帯する業務を行っており、子会社および関連会社の多くは、当社の物流事業に関連す

る実作業・実運送を担当しております。 

  当社グループの物流事業の系統図は、次のとおりであります。 

 
 

お    客    様 

 

       国 際 物 流 

            国 内 物 流 

       宅 配 物 流 
 

ケ イ ヒ ン 株 式 会 社 

（国際輸送、港湾運送、倉庫、陸上運送、宅配等の物流事業） 
 

           国 際 輸 送 

       航空貨物取扱 

           港 湾 運 送 

           倉庫・荷役作業 

           陸 上 運 送 

           宅配・共同配送 
 

  《連結子会社 15 社》 

 

 

 

 

 

 

ケイヒン配送株式会社 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 東京都足立区〕 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 愛知県大府市〕 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 兵庫県神戸市〕 

ケイヒン海運株式会社 

ケイヒン港運株式会社  

ケイヒン航空株式会社  

ケイヒンコンテナ急送株式会社〔本店 東京都品川区〕  

ケイヒンコンテナ急送株式会社〔本店 兵庫県神戸市〕 

オーケーコンテナエキスプレス株式会社 

ダックシステム株式会社  

ケイヒン マルチトランス（シンガポール）プライベート リミテッド  

ケイヒン マルチトランス（ホンコン）リミテッド 

ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニー インク 

エヴェレット スティームシップ コーポレーション 

 

 

 

 

 

 

（注）ケイヒンコンテナ急送株式会社〔本店 兵庫県神戸市〕は、平成 20 年２月 22 日付に 

   て清算結了いたしました。 
 
  《持分法適用関連会社 １社》 

 ケイヒン マルチトランス タイワン カンパニー リミテッド  
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

    当社グループは、「歓迎され、信頼される物流サービスの提供を通じて、広

く国際社会に貢献するとともに、企業の安定した発展をはかり、あわせて企業

に関係する人々の人間性豊かな生活を確保する。」を経営理念として、お客様

に優れた物流サービスを提供しております。 
 

（２）会社の対処すべき課題、中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

    今後のわが国経済は、輸出が増加基調で推移し、景気は緩やかに回復してい

くと期待されておりますが、米国経済の景気後退が懸念され、個人消費や為替

相場の動向および素材価格の高騰など、景気の下振れリスクが高まっておりま

す。 

    物流業界におきましては、物流合理化や料金値下げの影響に加えて、円高に

よる輸出環境の悪化や原油価格高騰によるコスト圧迫が続くなど、依然として

厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

    このような状況下ではございますが、当社グループは、平成 18 年４月にス

タートさせた中期経営計画「ケイヒングループ経営３ヵ年“STEP FORWARD”計

画」の 終年度を迎え、営業開発活動を強力に推進して業務受注の拡大を図り、

計画目標の達成に向けた取り組みを重点的に実施して業績の向上に努めると

ともに、経営の効率化・合理化を積極的に推進して収益構造のさらなる改善を

図り、社業発展に努めてまいります。 

 

    当社グループは、中期経営計画「ケイヒングループ経営３ヵ年“STEP 

FORWARD”計画」に沿い、「事業成長力の回復・強化および利益拡大」と「経営

体制の整備および財務体質の改善」の２項目を 重点目標として設定し、その

実現に取り組んでおります。 

当中期経営３ヵ年計画におきましては、 

①倉庫事業においては、関東地域における倉庫施設の新設の検討を推進し

てまいります。 

②国際貨物取扱事業においては、輸出車輌・プロジェクト貨物および化学

品（危険品を含む）等の取扱拡大に努めます。 

③海外事業においては、特に上海現地法人を中心に、中国・華東地区と日

本間における国際複合一貫輸送サービスの取扱拡大に努めます。 

④「お客様に歓迎され、信頼される物流サービスの提供」をさらに徹底す

るため、業務履行品質の改善活動を推進してまいります。 

⑤全社的な法令遵守と経営の公正さ・健全性を確保するため、内部統制シ

ステムの整備を進めるとともに、リスク管理の強化に努めます。 

 

    なお、当中期経営３ヵ年計画における 終年度（平成 20 年度）の業績目標

（連結）を、次のとおり設定しております。 
 

       売 上 高  460 億円 

       営業利益   21 億円 

経常利益   16 億円 
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４ 【連結財務諸表等】 
(1) 【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) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  3,130  1,549

 ２ 受取手形及び営業未収金 ※４ 6,348  5,590

 ３ 貯蔵品  12  13

 ４ 繰延税金資産  210  93

 ５ その他  1,084  1,265

   貸倒引当金  △42  △41

   流動資産合計  10,744 20.8  8,472 18.1

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

 (1) 建物及び構築物 ※２ 39,104 39,874 

   減価償却累計額  △19,234 19,869 △20,355 19,519

 (2) 機械装置及び運搬具  1,827 1,889 

   減価償却累計額  △1,482 344 △1,527 362

 (3) 器具及び備品  3,372 3,416 

   減価償却累計額  △2,666 706 △2,811 605

 (4) 土地 ※２ 10,869  10,884

 (5) 建設仮勘定  28  1

   有形固定資産合計  31,819 61.7  31,372 67.2

 ２ 無形固定資産   

 (1) 借地権  1,405  977

 (2) その他  424  498

   無形固定資産合計  1,829 3.6  1,475 3.2

 ３ 投資その他の資産   

 (1) 投資有価証券 
※１ 
※２ 

6,440  4,625

 (2) 繰延税金資産  179  173

 (3) その他  539  523

投資その他の資産合計  7,159 13.9  5,321 11.4

固定資産合計  40,808 79.2  38,170 81.8

Ⅲ 繰延資産   

   社債発行費  －  32

繰延資産合計  － －  32 0.1

資産合計  51,553 100.0  46,675 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 営業未払金  4,956  4,209

２ 短期借入金 ※２ 8,894  7,454

３ 一年内償還社債 ※２ －  2,000

４ 未払法人税等  383  552

５ 繰延税金負債  2  2

６ その他 ※２ 1,722  1,103

流動負債合計  15,960 31.0  15,322 32.8

Ⅱ 固定負債   

１ 社債 ※２ 3,000  3,000

２ 長期借入金 ※２ 14,308  11,604

３ 長期未払金 ※２ 292  195

４ 繰延税金負債  751  114

５ 退職給付引当金  2,718  2,448

６ 役員退職慰労引当金  －  682

７ その他  476  456

固定負債合計  21,547 41.8  18,502 39.7

負債合計  37,507 72.8  33,825 72.5

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,376 10.4  5,376 11.5

２ 資本剰余金  4,815 9.3  4,415 9.5

３ 利益剰余金  2,905 5.7  2,839 6.1

４ 自己株式  △410 △0.8  △10 △0.0

株主資本合計  12,688 24.6  12,620 27.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 1,464 2.8  284 0.6

２ 為替換算調整勘定  △107 △0.2  △55 △0.1

評価・換算差額等合計  1,357 2.6  228 0.5

純資産合計  14,045 27.2  12,849 27.5

負債純資産合計  51,553 100.0  46,675 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

 １ 国際物流部門  18,731 19,051 

 ２ 国内物流部門  19,045 18,340 

 ３ 宅配物流部門  8,078 7,515 

 ４ 情報部門  366 46,220 100.0 347 45,255 100.0

Ⅱ 売上原価   

 １ 作業費  31,361 30,153 

 ２ 人件費  6,309 6,080 

 ３ 賃借料  2,182 2,005 

 ４ 減価償却費  1,465 1,566 

 ５ その他  1,448 42,766 92.5 1,513 41,319 91.3

   売上総利益  3,454 7.5  3,935 8.7

Ⅲ 一般管理費 ※１ 1,708 3.7  1,792 4.0

   営業利益  1,746 3.8  2,142 4.7

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息及び受取配当金  95 96 

 ２ 受取補助金  － 39 

 ３ 受取手数料  11 10 

 ４ 持分法による投資利益  3 7 

 ５ 保険配当金  20 0 

 ６ その他  30 160 0.3 17 171 0.4

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  572 576 

 ２ 為替差損  － 71 

 ３ その他  52 625 1.3 30 679 1.5

   経常利益  1,281 2.8  1,634 3.6

Ⅵ 特別利益   

 １ 投資有価証券売却益  183 486 

 ２ 固定資産売却益 ※２ 6 18 

 ３ 過年度固定資産税還付額  23 － 

 ４ その他 ※３ 10 224 0.4 48 553 1.2

Ⅶ 特別損失   

 １ 過年度役員退職慰 
労引当金繰入額 

 － 705 

 ２ 固定資産処分損 ※４ 81 62 

 ３ 減損損失 ※５ 102 33 

 ４ 厚生年金基金清算損  60 9 

 ５ 役員退任慰労金  20 － 

 ６ その他 ※６ 25 290 0.6 4 814 1.8

税金等調整前当期純利益  1,214 2.6  1,373 3.0

法人税、住民税 

及び事業税 
 664 691 

過年度法人税等  － 166 

法人税等調整額  △88 575 1.2 216 1,074 2.4

当期純利益  639 1.4  299 0.6
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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 
項目 

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) 5,376 4,815 2,632 △407 12,416

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △365  △365

 当期純利益 639  639

 自己株式の取得 △2 △2

 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) 
－ － 273 △2 271

平成19年３月31日残高(百万円) 5,376 4,815 2,905 △410 12,688

 

評価・換算差額等 

項目 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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 2,020 △162 1,857 14,274 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） － △365 

 当期純利益 － 639 

 自己株式の取得 － △2 

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
△555 55 △500 △500 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△555 55 △500 △228 

平成19年３月31日残高(百万円) 1,464 △107 1,357 14,045 

 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 
項目 

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) 5,376 4,815 2,905 △410 12,688

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △365  △365

 当期純利益 299  299

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の消却 △400 400 －

 自己株式の処分 △0 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) 
－ △400 △66 399 △67

平成20年３月31日残高(百万円) 5,376 4,415 2,839 △10 12,620

 

評価・換算差額等 

項目 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 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 1,464 △107 1,357 14,045 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 － △365 

 当期純利益 － 299 

 自己株式の取得 － △0 

 自己株式の消却 － － 

 自己株式の処分 － 0 

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
△1,180 51 △1,128 △1,128 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△1,180 51 △1,128 △1,196 

平成20年３月31日残高(百万円) 284 △55 228 12,849 
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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) 

区分 
注記

番号
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    

 １ 税金等調整前当期純利益  1,214 1,373 

 ２ 減価償却費  1,526 1,631 

 ３ 減損損失  102 33 

 ４ 投資有価証券売却益  △183 △486 

 ５ 投資有価証券評価損  7 0 

 ６ 固定資産売却益  △6 △18 

 ７ 固定資産処分損  81 62 

 ８ 厚生年金基金清算損  60 9 

 ９ 貸倒引当金の減少額  △53 △1 

 10 退職給付引当金の増減額(減少：△)  19 △269 

 11 役員退職慰労引当金の増加額  ― 682 

 12 受取利息及び受取配当金  △95 △96 

 13 支払利息  572 576 

 14 売上債権の減少額  7 758 

 15 仕入債務の増減額(減少：△)  360 △747 

 16 その他  244 △807 

    小計  3,860 2,683 

 17 利息及び配当金の受取額  95 96 

 18 利息の支払額  △587 △571 

 19 法人税等の支払額  △788 △679 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  2,580 1,528 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 投資有価証券の取得による支出  △397 △540 

 ２ 投資有価証券の売却による収入  353 960 

 ３ 固定資産の取得による支出  △1,604 △1,485 

 ４ 固定資産の売却による収入  10 20 

 ５ 貸付による支出  △3 △5 

 ６ 貸付金の回収による収入  4 2 

 ７ その他投融資支払による支出  △7 △6 

 ８ その他投融資回収による収入  46 476 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,598 △577 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入による収入  2,930 3,550 

 ２ 短期借入金の返済による支出  △3,751 △6,335 

 ３ 長期借入による収入  4,970 3,350 

 ４ 長期借入金の返済による支出  △4,743 △4,709 

 ５ 社債発行による収入  ― 1,964 

 ６ 自己株式の売却による収入  ― 0 

 ７ 自己株式の取得による支出  △2 △0 

 ８ 配当金の支払額  △362 △364 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △959 △2,545 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  24 13 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  46 △1,581 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,083 3,130 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,130 1,549 
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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 

(1) 連結子会社の数 15社 

ケイヒン配送株式会社 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 東京都足立区〕 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 愛知県大府市〕 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 兵庫県神戸市〕 

ケイヒン海運株式会社 

ケイヒン港運株式会社 

ケイヒン航空株式会社 

ケイヒンコンテナ急送株式会社 

〔本店 東京都品川区〕 

ケイヒンコンテナ急送株式会社 

〔本店 兵庫県神戸市〕 

オーケーコンテナエキスプレス株式会社 

ダックシステム株式会社 

ケイヒン マルチトランス 

(シンガポール)プライベート リミテッド 

ケイヒン エヴェレット フォワーディング  

カンパニー インク 

エヴェレット スティームシップ  

コーポレーション 

ケイヒン マルチトランス(ホンコン)リミテッド 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 15社 

ケイヒン配送株式会社 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 東京都足立区〕 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 愛知県大府市〕 

ケイヒン陸運株式会社〔本店 兵庫県神戸市〕 

ケイヒン海運株式会社 

ケイヒン港運株式会社 

ケイヒン航空株式会社 

ケイヒンコンテナ急送株式会社 

〔本店 東京都品川区〕 

ケイヒンコンテナ急送株式会社 

〔本店 兵庫県神戸市〕 

オーケーコンテナエキスプレス株式会社 

ダックシステム株式会社 

ケイヒン マルチトランス 

(シンガポール)プライベート リミテッド 

ケイヒン エヴェレット フォワーディング  

カンパニー インク 

エヴェレット スティームシップ  

コーポレーション 

ケイヒン マルチトランス(ホンコン)リミテッド

 

ケイヒンコンテナ急送株式会社〔本店 兵庫県

神戸市〕については、当連結会計年度において

清算結了しているため、清算結了時までの損益

計算書のみを連結しております。 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

ケイヒン マルチトランス（シャンハイ） 

カンパニー リミテッド ほか２社 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

        同左 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社３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)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

   ケイヒン マルチトランス タイワン カンパニー

リミテッド 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

        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) 持分法を適用していない非連結子会社の名称等 

ケイヒン マルチトランス（シャンハイ） 

カンパニー リミテッド ほか２社 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称等 

        同左 

(持分法を適用しない理由) 

持分法を適用しない非連結子会社３社は、当期

純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分

に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性が無いため持分法の適用

範囲から除外しております。 

 

(持分法を適用しない理由) 

同左 

(3) 持分法を適用していない関連会社の名称等 

エヴェレット インディア プライベート 

リミテッド  

(3) 持分法を適用していない関連会社の名称等 

        同左 

(持分法を適用しない理由) 

持分法を適用しない関連会社は、当期純損益(持

分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う

額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性が無いため持分法の適用範囲から

除外しております。 

 

(持分法を適用しない理由) 

同左 

(4) 持分法適用会社の決算日は、平成18年12月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日の財務諸表を使用しております。 

(4) 持分法適用会社の決算日は、平成19年12月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日の財務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる連結子会社の数 ４社 

ケイヒン マルチトランス(シンガポール)プライベー

ト リミテッド 

ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニ

ー インク 

エヴェレット スティームシップ コーポレーション 

ケイヒン マルチトランス(ホンコン)リミテッド 

上記連結子会社の決算日は、いずれも平成18年12月31

日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日の財務諸表を使用しております。ただし、平成

19年１月１日から平成19年３月31日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる連結子会社の数 ４社 

ケイヒン マルチトランス(シンガポール)プライベー

ト リミテッド 

ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニ

ー インク 

エヴェレット スティームシップ コーポレーション 

ケイヒン マルチトランス(ホンコン)リミテッド 

上記連結子会社の決算日は、いずれも平成19年12月31

日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日の財務諸表を使用しております。ただし、平成

20年１月１日から平成20年３月31日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

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 

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 

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により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。) 

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

その他有価証券 

     時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

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) 

 ロ たな卸資産 

    貯蔵品 

     先入先出法による原価法 
 

 ロ たな卸資産 

    貯蔵品 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

  ａ 建物及び構築物および器具及び備品のうちコ

ンピュータ機器 

当社および国内連結子会社は、定額法によ

っており、在外連結子会社は当該国の会計

基準に準じた会計処理によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

ａ 建物及び構築物および器具及び備品のうちコ

ンピュータ機器 

同左 

  ｂ 上記以外の有形固定資産 

当社および国内連結子会社は、定率法によ

っており、在外連結子会社は当該国の会計

基準に準じた会計処理によっております。

  ｂ 上記以外の有形固定資産 

同左 

 

 

 (会計方針の変更) 

当社および国内連結子会社は、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。 

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前

当期純利益はそれぞれ８百万円減少しております。

(追加情報) 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資

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。 

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前

当期純利益がそれぞれ74百万円減少しております。 

ロ 無形固定資産 

 ａ ソフトウエア 

    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。 

ｂ 上記以外の無形固定資産 

    当社および国内連結子会社は、定額法によ

っております。 

 

(3)      ＿＿＿＿＿＿ 

    

 

ロ 無形固定資産 

  ａ ソフトウエア 

同左 

 

ｂ 上記以外の無形固定資産 

同左 

 

 

(3)繰延資産の処理方法 

  社債発行費 

   社債の償還までの期間にわたり定額法により償

却しております。 

(会計方針の変更) 

  「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企

業会計基準委員会 実務対応報告第19号 平成18年

８月11日)に基づき、当連結会計年度において新た

に支出した社債発行費については毎期均等額を償却

する方法から、社債の償還までの期間にわたり定額

法により償却する方法に変更しております。この変

更による当期純利益への影響額は軽微であります。
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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) 

(4) 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、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

ロ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社は当連結

会計年度末における退職給付債務に基づき、当

連結会計年度末において発生している額を計上

しております。 

また、国内連結子会社は簡便法により期末要支

給額の100％を計上しており、在外連結子会社

は当該国の会計基準に準じた会計処理によって

おります。 

数理計算上の差異は、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、翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

ロ 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ      ＿＿＿＿＿＿ ハ 役員退職慰労引当金 

  当社および主要な連結子会社は、役員の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額を計上しております。 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

   当社およ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。在外連結子会社は当該国の会計基準に準じた

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) 重要なヘッジ会計の方法 

   該当事項はありません。 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

   該当事項はありません。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

    消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時

価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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会計処理方法の変更 

 
 

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) 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

14,045百万円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿ 役員退職慰労引当金 

当社および主要な連結子会社の役員退職慰労金につい

ては、従来支出時の費用処理としておりましたが、当

連結会計年度より、内規に基づく連結会計年度末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更

しました。 

この変更は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監

査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日）

が公表されたことを契機に、当社等においても将来の

支出時における一時的負担の増大を避け、期間損益の

適正化および財務内容の健全化を図るため、役員退職

慰労金を役員の在任期間に亘って合理的に費用按分し

たものであります。 

この変更により、当連結会計年度の発生額62百万円は

一般管理費へ、過年度分相当額705百万円は、特別損

失に計上しております。 

この結果、従来と同一の処理を採用した場合と比べ、

営業利益および経常利益は62百万円、税金等調整前当

期純利益は682百万円減少しております。 
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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) 

＿＿＿＿＿＿ （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めていた「受取補助金」は、営業外収益総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記す

ることとしました。なお、前連結会計年度の営業外収

益の「その他」に含まれる「受取補助金」は７百万円

であります。 

 

 ＿＿＿＿＿＿ 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めていた「為替差損」は、営業外費用総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記する

こととしました。なお、前連結会計年度の営業外費用

の「その他」に含まれる「為替差損」は38百万円であ

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) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 104百万円

  

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 107百万円

  

※２ 担保に供している資産 

 建物及び構築物 17,904百万円 (7,896百万円)

 土地 8,753 (4,332   )

 投資有価証券 2,577 (  ―   )

    合計 29,235 (12,228   )

  

※２ 担保に供している資産 

 建物及び構築物 17,606百万円 (7,681百万円)

 土地 8,768 (4,347   )

 投資有価証券 3,254 (  ―   )

    合計 29,630 (12,029   )

  

担保に係る債務 

一年内返済 
長期借入金 

4,667百万円 ( 244百万円)

未払金 97 (  97   )

 社債 2,000 (2,000   )

 長期借入金 12,771 (1,244   )

 長期未払金 292 ( 292     )

    合計 19,829 (3,878   )

  

上記のうち(内書)は工場財団抵当、港湾運送事業

財団抵当ならびに当該債務を示しております。ま

た、上記の担保に供している資産のほかに、リー

ス債権349百万円を担保に供しております。 

 

担保に係る債務 

一年内返済 
長期借入金 

4,580百万円 (  244百万円)

一年内償還社債 2,000 (2,000   )

未払金 97 (   97   )

 長期借入金 11,011 (1,000   )

 長期未払金 195 (  195   )

    合計 17,884 (3,536   )

  

上記のうち(内書)は工場財団抵当、港湾運送事業

財団抵当ならびに当該債務を示しております。ま

た、上記の担保に供している資産のほかに、リー

ス債権256百万円を担保に供しております。 

 

 ３ 偶発債務 

下記の会社の銀行借入金に対し、債務保証を行っ

ております。 

 株式会社ワールド流通センター 1,118百万円

 青海流通センター株式会社 177 

合計 1,296 

  

 ３ 偶発債務 

下記の会社の銀行借入金に対し、債務保証を行っ

ております。 

 株式会社ワールド流通センター   997百万円

 青海流通センター株式会社 166 

合計 1,163 

  

※４ 当連結会計年度末日満期手形の処理 

   当連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、

当連結会計年度末日に満期となる次の手形につい

ては満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。 

    受取手形        49百万円 

※４        ＿＿＿＿＿＿ 
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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 一般管理費のうち、主要な費目および金額は次の

とおりであります。 

  役員報酬 318百万円

  給与手当 462 

  福利費 160 

  退職給付費用 21 

  貸倒引当金繰入額 15 

  

※１ 一般管理費のうち、主要な費目および金額は次の

とおりであります。 

  役員報酬 316百万円

  給与手当 471 

  退職給付費用 31 

  役員退職慰労引当金繰入額 62 

  貸倒引当金繰入額 12 

  

※２ 固定資産売却益の内訳は、機械装置及び運搬具売

却益６百万円であります。 

 

※２ 固定資産売却益の内訳は、機械装置及び運搬具売

却益18百万円であります。 

 

※３       ＿＿＿＿＿＿ ※３ 特別利益その他の内訳は、保険配当金38百万円ほ

かであります。 

 

※４ 固定資産処分損の内訳は、機械装置及び運搬具処

分損75百万円、建物及び構築物処分損３百万円ほ

かであります。 

 

※４ 固定資産処分損の内訳は、建物及び構築物処分損

55百万円、器具及び備品処分損５百万円ほかであ

ります。 

 

※５ 減損損失 

   当社グループは、以下のリース資産について減損

損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
減損損失 

(百万円) 

事業用資産 リース資産 
東京都品
川区 

71

事業用資産 リース資産 
兵庫県神
戸市 

31

合計 102

  (経緯) 
   事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシ

ュ・フローが継続してマイナスとなり収益性が低

下した資産グループについて、減損損失を認識し

ました。 

  (グルーピングの方法) 

   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位に基づき資産の用途により、当社につい

ては事業所単位で、連結子会社については会社ご

とに資産のグルーピングを行っております。 

  (回収可能価額の算定方法等) 

   使用価値、割引率5.0％ 

 

※５ 減損損失 

   当社グループは、以下のリース資産について減損

損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
減損損失 

(百万円) 

事業用資産 リース資産 
東京都品
川区 

33

合計 33

  (経緯) 
   事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシ

ュ・フローが継続してマイナスとなり収益性が低

下した資産グループについて、減損損失を認識し

ました。 

  (グルーピングの方法) 

   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位に基づき資産の用途により、当社につい

ては事業所単位で、連結子会社については会社ご

とに資産のグルーピングを行っております。 

  (回収可能価額の算定方法等) 

   使用価値、割引率5.0％ 

 

※６ 特別損失その他の内訳は、関係会社債権放棄16百

万円ほかであります。 

※６       ＿＿＿＿＿＿＿ 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 67,539,457 ― ― 67,539,457
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 2,212,776 5,477 ― 2,218,253
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加  5,477株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
 

４ 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 365 5.60 平成18年3月31日 平成18年6月30日

（注）前連結会計年度の利益処分による剰余金の配当として、上記のほか連結子会社へ12百万円の支払いを 

   実施しております。 

 

 (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 配当の原資
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5月18日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 365 5.60 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 67,539,457 ― 2,175,000 65,364,457
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 2,218,253 4,497 2,176,141 46,609
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加     4,497株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の消却による減少       2,175,000株 
 単元未満株式の買増請求による減少     1,141株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
 

４ 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5月18日 
取締役会 

普通株式 365 5.60 平成19年3月31日 平成19年6月29日

 

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

決議 株式の種類 配当の原資
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20年5月15日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 365 5.60 平成20年３月31日 平成20年6月30日
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(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 

(平成19年３月31日)

現金及び預金 3,130百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 ― 

現金及び現金同等物 3,130 
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年３月31日)

現金及び預金 1,549百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 ― 

現金及び現金同等物 1,549 
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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) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車輌運搬具 1,298 506 93 698

器具及び備品 251 103 9 139

合計 1,549 609 102 837

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 

(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) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額
(百万円)

車輌運搬具 1,371 570 88 711

器具及び備品 250 113 9 127

合計 1,621 684 97 839

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 一年内 291百万円

 一年超 649 

  合計 940 

  

 リース資産減損勘定期末残高 102百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 一年内 294百万円

 一年超 624 

  合計 918 

  

 リース資産減損勘定期末残高 79百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 307百万円

減価償却費相当額 307 

減損損失 102 

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 325百万円

リース資産減損勘定の取崩額 30 

減価償却費相当額 295 

減損損失 33 

  

(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 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで) 

 

有価証券 

１ 売買目的有価証券 

  該当事項はありません。 

 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 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) 

株式 3,430 5,833 2,403
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 3,430 5,833 2,403

株式 0 0 △ 0
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 0 0 △ 0

合計 3,431 5,834 2,403

 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

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) 

353 183 ―

 

５ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 摘要 

その他有価証券 
非上場株式 

606
非連結子会社および関連会社株式を
含む 

 

６ 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 

該当事項はありません。 
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当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで) 

 

有価証券 

１ 売買目的有価証券 

  該当事項はありません。 

 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 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) 

株式 1,940 2,562 621
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 1,940 2,562 621

株式 1,539 1,406 △ 132
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 1,539 1,406 △ 132

合計 3,479 3,969 489

 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

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) 

960 486 ―

 

５ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 摘要 

その他有価証券 
非上場株式 

655
非連結子会社および関連会社株式を
含む 

 

６ 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 

該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

 

１ 取引の状況に関する事項 

 

前連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで） 

   該当事項はありません。 

 

  当連結会計年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） 

   該当事項はありません。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

 

前連結会計年度(平成19年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(平成20年３月31日現在) 

該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、退職一時金制度を設けております。 

 

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 

① 退職給付債務 △2,780百万円

② 未認識数理計算上の差異 62 

③ 退職給付引当金(①＋②) △2,718 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △2,500百万円

② 未認識数理計算上の差異 52 

③ 退職給付引当金(①＋②) △2,448 
 

(注) 国内連結子会社は、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) 国内連結子会社は、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。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで) 

① 勤務費用 178百万円

② 利息費用 37 

③ 数理計算上の差異の費用処理額 5 

④ 退職給付費用 

  (①＋②＋③) 
221 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで) 

① 勤務費用 187百万円

② 利息費用 37 

③ 数理計算上の差異の費用処理額 8 

④ 退職給付費用 

  (①＋②＋③) 
231 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 2.0％ 

② 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

③ 数理計算上の差異の処理年数 10年 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 2.0％ 

② 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

③ 数理計算上の差異の処理年数 10年 
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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) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

1,076百万円

   繰越損失税額控除 273 

   連結子会社が保有する 
   親会社株式評価損 

308 

   未払事業税 32 

   固定資産処分損否認 63 

   減損損失 42 

   その他 197 

   繰延税金資産小計 1,994 

   評価性引当額 △859 

   繰延税金資産合計 1,135 

 

繰延税金負債 

   固定資産圧縮積立金 △554百万円

   その他有価証券評価差額金 △935 

   その他 △8 

   繰延税金負債合計 △1,498 

  繰延税金負債の純額 △363 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

972百万円

   繰越損失税額控除 337 

   役員退職慰労金損金不算入額 277 

   未払事業税 45 

   固定資産処分損否認 63 

   減損損失 32 

   その他 49 

   繰延税金資産小計 1,779 

   評価性引当額 △875 

   繰延税金資産合計 903 

 

繰延税金負債 

   固定資産圧縮積立金 △546百万円

   その他有価証券評価差額金 △203 

   その他 △3 

   繰延税金負債合計 △753 

  繰延税金資産の純額 150 

  

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な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

1.7 

 住民税均等割等 2.0 

 評価性引当額の増加額 6.8 

 連結子会社の税率差異 △1.1 

 その他 △2.7 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

47.4 

  

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な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

1.3 

 住民税均等割等 1.8 

 評価性引当額の増加額 17.9 

 連結子会社の税率差異 6.3 

 連結仕訳に係る税効果未認識額 △1.3 

過年度法人税等 11.2 

 その他 0.3 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

78.2 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度および当連結会計年度において、当社グループは国際輸送、港湾運送、倉庫、

陸上運送、宅配等からなる物流サービスを中心とした物流事業を行っており、当該事業以外に

事業の種類がないため、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度および当連結会計年度において、本邦の売上高および資産の金額は、連結会

社の売上高および資産の金額の合計に占める割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度および当連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満である

ため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

 
議決権等

の所有(被

所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

(人) 

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引 

金額 

(百万円) 

科目 

期末 

残高 

(百万円)

 

役員及 

びその 

近親者 

が議決 

権の過 

半数を 

所有し 

ている 

会社等 

 

京友商事 

株式会社 

 

神奈川県 

横浜市 

 

89 

 

土木・建

築工事お

よび附帯

設備工事

の設計、

監理およ

び請負 

 

動産賃貸

業 

 

不動産の

売買、賃

貸および

管理 
 

 

被所有 

直接 

7.04

 

― 

 

施設賃貸

収入 

設備の 

購入 

設備の 

修繕保守

事務機 

器等の 

リース 

土地建 

物の賃 

借 

 

施設賃貸

収入 

設備の 

購入 

設備の 

修繕保守 

事務機 

器等の 

リース 

土地建 

物の賃 

借 

その他 

 

14 

 

917 

 

302 

 

90 

 

 

61 

 

 

13 

 

営業未

収金 

差入保

証金 

営業未

払金 

未払金 

未払費

用 

前受収

益 

0

51

5

132

37

0

  

取引条件および取引条件の決定方針等 

 取引条件および取引条件の決定方針等は、一般取引先と同様であります。 

(注)１ 京友商事株式会社は、当社役員大津育敬およびその近親者が直接・間接にて100％を保有しており

ます。 

  ２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

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) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

 
議決権等

の所有(被

所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

(人) 

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引 

金額 

(百万円) 

科目 

期末 

残高 

(百万円)

 

役員及 

びその 

近親者 

が議決 

権の過 

半数を 

所有し 

ている 

会社等 

 

京友商事 

株式会社 

 

神奈川県 

横浜市 

 

89 

 

土木・建

築工事お

よび附帯

設備工事

の設計、

監理およ

び請負 

 

動産賃貸

業 

 

不動産の

売買、賃

貸および

管理 
 

 

被所有 

直接 

7.72

 

― 

 

施設賃貸

収入 

設備の 

購入 

設備の 

修繕保守

事務機 

器等の 

リース 

土地建 

物の賃 

借 

 

施設賃貸

収入 

設備の 

購入 

設備の 

修繕保守 

事務機 

器等の 

リース 

土地建 

物の賃 

借 

その他 

 

17 

 

847 

 

333 

 

91 

 

 

64 

 

 

13 

 

営業未

収金 

差入保

証金 

営業未

払金 

未払金 

未払費

用 

前受収

益 

0

51

5

84

50

1

  

取引条件および取引条件の決定方針等 

 取引条件および取引条件の決定方針等は、一般取引先と同様であります。 

(注)１ 京友商事株式会社は、当社役員大津育敬およびその近親者が直接・間接にて100％を保有しており

ます。 

  ２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。 
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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           215.03円 １株当たり純資産額           196.72円 

１株当たり当期純利益          9.79円 １株当たり当期純利益          4.58円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

潜在株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

潜在株式がないため記載しておりません。 

 

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎) 

連結損益計算書上の当期純利益   639百万円 

普通株式に係る当期純利益     639百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数    65,323,314株 

 

(１株当たり純資産額の算定上の基礎) 

連結貸借対照表上の純資産額  14,045百万円 

普通株式に係る連結会計年度末の純資産額 

    14,045百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

連結会計年度末の普通株式の数 65,321,204株 

 

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎) 

連結損益計算書上の当期純利益   299百万円 

普通株式に係る当期純利益     299百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数   65,319,214株 

 

(１株当たり純資産額の算定上の基礎) 

連結貸借対照表上の純資産額  12,849百万円 

普通株式に係る連結会計年度末の純資産額 

    12,849百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

連結会計年度末の普通株式の数 65,317,848株 
  

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  2,294 635 

 ２ 受取手形 ※６ 649 140 

 ３ 営業未収金 ※５ 4,365 4,271 

 ４ 貯蔵品  2 2 

 ５ 前払費用  140 142 

 ６ 立替金  492 534 

 ７ 未収入金  41 16 

 ８ 短期貸付金 ※５ 2 442 

 ９ 繰延税金資産  170 61 

 10 その他  43 8,201 11 6,259

   貸倒引当金  △4  △6

   流動資産合計  8,197 17.8  6,253 15.2

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

 (1) 建物 ※１ 35,188 35,868  

   減価償却累計額  △16,691 18,497 △17,646 18,222 

 (2) 構築物  2,142 2,194  

   減価償却累計額  △1,557 585 △1,633 561 

 (3) 機械及び装置  1,315 1,381  

   減価償却累計額  △1,022 293 △1,082 299 

 (4) 車輌運搬具  40 31  

   減価償却累計額  △38 2 △29 1 

 (5) 器具及び備品  1,256 1,267  

   減価償却累計額  △1,023 232 △1,063 203 

 (6) 土地 ※１ 8,438 8,453 

 (7) 建設仮勘定  28 1 

  有形固定資産合計  28,078 61.2 27,744 67.5

 ２ 無形固定資産   

 (1) 借地権  1,405 977 

 (2) ソフトウエア  375 400 

 (3) その他 ※２ 43 43 

   無形固定資産合計  1,824 4.0 1,420 3.4
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

 ３ 投資その他の資産   

 (1) 投資有価証券 ※１ 5,812 4,104 

 (2) 関係会社株式  1,009 1,102 

 (3) 関係会社長期貸付金  500 － 

 (4) 差入保証金  416 408 

 (5) その他  49 47 

   投資その他の資産合計  7,788 17.0 5,664 13.8

   固定資産合計  37,691 82.2  34,828 84.7

Ⅲ 繰延資産   

   社債発行費  － 32 

   繰延資産合計  － －  32 0.0

   資産合計  45,889 100.0  41,114 100.0
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 営業未払金 ※５ 3,328 2,266 

 ２ 短期借入金  3,069 2,050 

 ３ 一年内返済長期借入金 ※１ 3,878 3,929 

 ４ 一年内償還社債 ※１ － 2,000 

 ５ 未払金 
※１ 
※３ 

309 243 

 ６ 未払費用  232 179 

 ７ 未払法人税等  292 466 

 ８ 預り金  470 117 

 ９ 前受収益  157 99 

   流動負債合計  11,740 25.6  11,352 27.6

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債 ※１ 3,000 3,000 

 ２ 長期借入金 ※１ 12,881  10,002  

  ３ 長期未払金 ※１ 292  195  

 ４ 繰延税金負債  733  113  

 ５ 退職給付引当金  1,798  1,531  

 ６ 役員退職慰労引当金  －  633  

 ７ 関係会社損失引当金  799  823  

 ８ その他  379  385  

   固定負債合計  19,885 43.3  16,685 40.6

   負債合計  31,625 68.9  28,037 68.2
   

 (純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,376 11.7  5,376 13.1

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  4,812 3,689 

(2) その他資本剰余金  0 0 

資本剰余金合計  4,812 10.5  3,690 9.0

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  984 984 

(2) その他利益剰余金   

  固定資産圧縮積立金  807 797 

別途積立金  1,713 1,513 

繰越利益剰余金  353 429 

利益剰余金合計  3,860 8.4  3,725 9.1

４ 自己株式  △1,132 △2.5  △10 △0.0

株主資本合計  12,916 28.1  12,781 31.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

 その他有価証券評価 

  差額金 
 1,347 3.0  296 0.7

評価・換算差額等合計  1,347 3.0  296 0.7

純資産合計  14,263 31.1  13,077 31.8

負債純資産合計  45,889 100.0  41,114 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

 １ 国際物流部門  14,977 15,169 

 ２ 国内物流部門  17,495 17,270 

 ３ 宅配物流部門  6,641 39,113 100.0 5,446 37,886 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  

 １ 作業費  31,162 29,222 

 ２ 人件費  2,244 2,169 

 ３ 公租公課  323 320 

 ４ 賃借料  1,589 1,588 

 ５ 減価償却費  1,253 1,342 

 ６ その他  504 37,078 94.8 489 35,132 92.7

   売上総利益  2,035 5.2  2,754 7.3

Ⅲ 一般管理費   

 １ 役員報酬  119 173 

 ２ 給与手当  186 219 

 ３ 賞与  66 80 

 ４ 退職給付費用  11 16 

 ５ 福利費  84 91 

 ６ 減価償却費  48 53 

 ７ 賃借料  44 47 

 ８ 公租公課  51 50 

 ９ 支払手数料  57 74 

 10 その他  121 790 2.0 125 933 2.5

   営業利益  1,244 3.2  1,821 4.8
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息 ※２ 13 14 

 ２ 受取配当金  69 76 

 ３ 受取補助金  － 39 

 ４ 受取手数料 ※３ 21 13 

 ５ その他  31 136 0.3 6 150 0.4

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  414 424 

 ２ 社債利息  40 50 

 ３ その他  33 488 1.2 71 546 1.4

   経常利益  893 2.3  1,424 3.8

Ⅵ 特別利益   

 １ 投資有価証券売却益  183 486 

 ２ 過年度固定資産税還付額  23 － 

 ３ その他  0 207 0.5 38 524 1.4

Ⅶ 特別損失   

 １ 過年度役員退職慰労 

   引当金繰入額 
 － 653 

２ 固定資産処分損 ※４ 5 59 

 ３ 関係会社損失引当損  312 54 

 ４ 投資有価証券評価損 ※５ 9 － 

 ５ その他 ※６ 27 354 0.9 20 787 2.1

   税引前当期純利益  745 1.9  1,161 3.1

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 508 555 

   過年度法人税等  － 166 

   法人税等調整額  △48 459 1.2 209 931 2.5

   当期純利益  286 0.7  230 0.6
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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 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,376 4,812 0 4,812

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  －

 特別償却準備金の取崩（注）  －

 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  －

 当期純利益  －

 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) － － － －

平成19年３月31日残高(百万円) 5,376 4,812 0 4,812

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 

利益準備金 
特別償却準備金

固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 984 0 828 1,713 424 3,952

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △378 △378

 特別償却準備金の取崩（注） △0 0 －

 固定資産圧縮積立金の取崩（注） △10 10 －

 固定資産圧縮積立金の取崩 △10 10 －

 当期純利益 286 286

 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) － △0 △20 － △70 △91

平成19年３月31日残高(百万円) 984 － 807 1,713 353 3,860

 

株主資本 評価・換算差額等 

項目 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △7 14,133 1,858 1,858 15,991

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △378 － △378

 特別償却準備金の取崩（注） － － －

 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 － － －

 当期純利益 286 － 286

 自己株式の取得 △1,124 △1,124 － △1,124

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
－ △511 △511 △511

事業年度中の変動額合計(百万円) △1,124 △1,216 △511 △511 △1,727

平成19年３月31日残高(百万円) △1,132 12,916 1,347 1,347 14,263

 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,376 4,812 0 4,812

事業年度中の変動額  

 資本準備金の取崩 △1,122 1,122 －

 剰余金の配当  －

 別途積立金の取崩  －

 固定資産圧縮積立金の取崩  －

 当期純利益  －

 自己株式の取得  －

 自己株式の消却 △1,122 △1,122

 自己株式の処分 △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) － △1,122 △0 △1,122

平成20年３月31日残高(百万円) 5,376 3,689 0 3,690

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 

利益準備金 固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 984 807 1,713 353 3,860

事業年度中の変動額  

資本準備金の取崩  －

 剰余金の配当 △365 △365

 別途積立金の取崩 △200 200 －

 固定資産圧縮積立金の取崩 △10 10 －

 当期純利益 230 230

 自己株式の取得  －

 自己株式の消却  －

 自己株式の処分  －

 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) － △10 △200 75 △134

平成20年３月31日残高(百万円) 984 797 1,513 429 3,725

 
株主資本 評価・換算差額等 

項目 
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 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) △1,132 12,916 1,347 1,347 14,263

事業年度中の変動額  

資本準備金の取崩 － － －

 剰余金の配当 △365 － △365

 別途積立金の取崩 － － －

 固定資産圧縮積立金の取崩 － － －

 当期純利益 230 － 230

 自己株式の取得 △0 △0 － △0

 自己株式の消却 1,122 － － －

 自己株式の処分 0 0 － 0

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
－ △1,051 △1,051 △1,051

事業年度中の変動額合計(百万円) 1,121 △135 △1,051 △1,051 △1,186

平成20年３月31日残高(百万円) △10 12,781 296 296 13,077
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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 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

  イ 時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

     (評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定してお

ります。) 

 ロ 時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

  イ 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 ロ 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 

   貯蔵品は、先入先出法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 イ 建物及び構築物 

定額法 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 イ 建物及び構築物 

同左 

 ロ 上記以外の有形固定資産 

定率法 

 

 ロ 上記以外の有形固定資産 

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。 

これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場

合と比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

はそれぞれ６百万円減少しております。 

(追加情報) 

平成19年度の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お

ります。 

これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場

合と比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

がそれぞれ62百万円減少しております。 

 

(2) 無形固定資産 

 イ ソフトウエア 

     社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法 

(2) 無形固定資産 

 イ ソフトウエア 

同左 

 ロ 上記以外の無形固定資産 

     定額法 

 ロ 上記以外の無形固定資産 

同左 
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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) 

４ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

   毎期均等額を償却しております。 

４ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

   社債の償還までの期間にわたり定額法により償却

しております。 

(会計方針の変更) 

「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

(企業会計基準委員会 実務対応報告第19号 平成

18年８月11日)に基づき、当事業年度において新た

に支出した社債発行費については毎期均等額を償

却する方法から、社債の償還までの期間にわたり

定額法により償却する方法に変更しております。

この変更による当期純利益への影響額は軽微であ

ります。 

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り、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

 

５ 引当金の計上基準 

 (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に基づき、当事業年度末にお

いて発生している額を計上しております。 

数理計算上の差異は、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翌事

業年度から費用処理することとしております。 

 

 (2) 退職給付引当金 

同左 

 

 (3) 関係会社損失引当金 

   関係会社の財務体質の健全化を目的として、将来

予想される支援およびその他の負担に備えるた

め、損失負担見込額を計上しております。 

 

 (3) 関係会社損失引当金 

同左 

＿＿＿＿＿＿  (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく当事業年度末要支給額を計上しております。

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。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ その他 

消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

７ その他 

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) 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

14,263百万円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 

＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿ 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金については、従来支出時の費用処理と

しておりましたが、当事業年度より、内規に基づく事

業年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しました。 

この変更は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監

査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日）

が公表されたことを契機に、当社においても将来の支

出時における一時的負担の増大を避け、期間損益の適

正化および財務内容の健全化を図るため、役員退職慰

労金を役員の在任期間に亘って合理的に費用按分した

ものであります。 

この変更により、当事業年度の発生額54百万円は一般

管理費へ、過年度分相当額653百万円は、特別損失に

計上しております。 

この結果、従来と同一の処理を採用した場合と比べ、

営業利益および経常利益は54百万円、税引前当期純利

益は633百万円減少しております。 
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表示方法の変更 

 
 

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) 

＿＿＿＿＿＿ （損益計算書関係） 

 前事業年度において、営業外収益の「その他」に含

めていた「受取補助金」は、営業外収益総額の100分の

10を超えたため、当事業年度より区分掲記することと

しました。なお、前事業年度の営業外収益の「その

他」に含まれる「受取補助金」は７百万円でありま

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) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１ 担保に供している資産 

 建物 17,553百万円 (7,896百万円)

 土地 6,477 (4,332   )

 投資有価証券 2,577 (   ―    )

    合計 26,608 (12,228   )
  

※１ 担保に供している資産 

 建物 17,279百万円 (7,681百万円)

 土地 6,492 (4,347   )

 投資有価証券 3,254 (   ―    )

    合計 27,027 (12,029   )
  

担保に係る債務 

一年内返済 
長期借入金 

3,836百万円 ( 244百万円)

未払金 97 (  97   )

 社債 2,000 ( 2,000   )

 長期借入金 11,344 ( 1,244   )

 長期未払金 292 (  292   )

    合計 17,572 ( 3,878   )
  

担保に係る債務 

一年内返済 
長期借入金 

3,867百万円 ( 244百万円)

一年内償還社債 2,000 (2,000   )

未払金 97 (   97    )

 長期借入金 9,847 (1,000    )

 長期未払金 195 ( 195     )

    合計 16,007 (3,536    )
  

上記のうち(内書)は工場財団抵当、港湾運送事業

財団抵当ならびに当該債務を示しております。 
 

上記のうち(内書)は工場財団抵当、港湾運送事業

財団抵当ならびに当該債務を示しております。 
 

※２ 電話加入権40百万円ほかであります。 
 

※２ 電話加入権40百万円ほかであります。 
 

※３ 未払消費税等が含まれております。 
 

※３ 未払消費税等が含まれております。 
 

 ４ 偶発債務 

下記の会社の銀行借入金に対し債務保証を行って

おります。 

株式会社ワールド 

流通センター 
1,118百万円

青海流通センター株式会社 177 

    合計 1,296 
  

 ４ 偶発債務 

下記の会社の銀行借入金に対し債務保証を行って

おります。 

株式会社ワールド 

流通センター 
997百万円

青海流通センター株式会社 166 

    合計 1,163 
  

※５ 関係会社に係る注記 

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 406百万円

営業未払金 1,849 
  

※５ 関係会社に係る注記 

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 488百万円

短期貸付金 440   

営業未払金 1,055 
  

※６ 当事業年度末日満期手形の処理 

   当事業年度末日は金融機関の休日でしたが、当事

業年度末日に満期となる次の手形については満期

日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

    受取手形        10百万円 

※６        ___________ 
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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 関係会社に対する下払費用17,522百万円を含みま

す。 

 

※１ 関係会社に対する下払費用16,410百万円を含みま

す。 

 

※２ 関係会社からの受取利息10百万円を含みます。 

 

※２ 関係会社からの受取利息11百万円を含みます。 

 

※３ 「受取手数料」には、関係会社からの受取手数料

14百万円を含んでおります。 

 

※３ 「受取手数料」には、関係会社からの受取手数料

７百万円を含んでおります。 

※４ 固定資産処分損は、建物２百万円、ソフトウエア

１百万円ほかの除却損であります。 

 

※４ 固定資産処分損は、建物52百万円、器具及び備品

３百万円ほかの除却損であります。 

 

※５ 「投資有価証券評価損」には、関係会社の株式に

対する評価損９百万円を含んでおります。 

 

※５       ＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

※６ 「その他」には、関係会社に対する支援金27百万

円を含んでおります。 

 

※６ 「その他」は、関係会社に対する支援金20百万円

であります。 

 

 

 

(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) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 37,776 2,180,477 ― 2,218,253
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   子会社の有する自己株式の買取りによる増加    2,175,000株 

   単元未満株式の買取請求による増加          5,477株 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 2,218,253 4,497 2,176,141 46,609
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取請求による増加          4,497株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の消却による減少            2,175,000株 

単元未満株式の買増請求による減少          1,141株 
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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) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額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)

車輌運搬具 315 126 189

器具及び備
品 

115 49 65

合計 430 175 255

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

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)

車輌運搬具 355 168 187

器具及び備
品 

142 68 74

合計 498 236 262

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 83百万円

 １年超 171 

  合計 255 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 97百万円

 １年超 164 

  合計 262 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 85百万円

 減価償却費相当額 85 

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 95百万円

 減価償却費相当額 95 

  

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 

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。 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成19年３月31日) 

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(平成20年３月31日) 

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

731百万円

関係会社損失引当損 325 

固定資産処分損否認 63 

未払事業税 25 

未払事業所税 15 

その他 143 

繰延税金資産小計 1,305 

評価性引当額 △390 

繰延税金資産合計 914 

 

繰延税金負債 

  固定資産圧縮積立金 △554百万円

  その他有価証券評価差額金 △924 

  繰延税金負債合計 △1,478 

 繰延税金負債の純額 △563 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

623百万円

関係会社損失引当損 334 

役員退職慰労引当金 
損金不算入額 

257 

固定資産処分損否認 63 

未払事業税 37 

未払事業所税 15 

その他 23 

繰延税金資産小計 1,355 

評価性引当額 △657 

繰延税金資産合計 697 

 

繰延税金負債 

  固定資産圧縮積立金 △546百万円

  その他有価証券評価差額金 △203 

  繰延税金負債合計 △750 

 繰延税金負債の純額 △52 

  

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項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

2.3 

 住民税均等割等 2.5 

 評価性引当額の増加額 17.0 

 その他 △1.0 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

61.5 

  

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項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

1.3 

 住民税均等割等 1.8 

 評価性引当額の増加額 23.0 

 過年度法人税等 14.3 

 その他 △1.0 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

80.1 

  
 

ケイヒン㈱（９３１２）　平成２０年３月期　決算短信

51



(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          218.37円 １株当たり純資産額          200.21円 

１株当たり当期純利益          4.31円 １株当たり当期純利益          3.53円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

潜在株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

潜在株式がないため記載しておりません。 

 

(１株当たり当期純利益算定上の基礎) 

損益計算書上の当期純利益     286百万円 

普通株式に係る当期純利益     286百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数    66,410,814株 

 

(１株当たり純資産額の算定上の基礎) 

貸借対照表上の純資産額     14,263百万円 

普通株式に係る期末の純資産額  14,263百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数       65,321,204株 
 

 

(１株当たり当期純利益算定上の基礎) 

損益計算書上の当期純利益     230百万円 

普通株式に係る当期純利益     230百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数    65,319,214株 

 

(１株当たり純資産額の算定上の基礎) 

貸借対照表上の純資産額     13,077百万円 

普通株式に係る期末の純資産額  13,077百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数       65,317,848株 
 

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）役員の異動（平成 20 年６月 27 日付予定） 

 

①代表取締役の異動 
 

      該当事項はありません。 

 

②その他役員の異動 
 

   1. 新任取締役候補 
 

    取締役営業統轄部長 杉山
すぎやま

 光
みつ

延
のぶ

（現 営業統轄部担当部長） 

    取締役宅配営業部長 関本
せきもと

 篤
あつ

弘
ひろ

（現 宅配営業部担当部長） 

 

   2. 退任予定取締役 
 

    現 取締役 天海
あまがい

 正一郎
しょういちろう

 

 

   3. 新任監査役候補 
 

常勤監査役 

（社外監査役） 
阿久津
あ く つ

 真
まこと （現 朝日生命保険相互会社総務人事統括

部門関連事業ユニット上席審議役）

 

   4. 退任予定監査役 
 

    現 常勤監査役（社外監査役） 小島
こ じ ま

 秀人
ひ で と

 

 

   5. 取締役の担当の変更 
 

常務取締役 

事業部門担当 
藤井
ふ じ い

 義信
よしのぶ

 
（現 常務取締役営業部門担当 兼  

営業統轄部長） 

 

常務取締役 

宅配営業部門担当 
川口
かわぐち

 英哉
ひ で や

 （現 常務取締役宅配営業部長） 

 

 

                                  以 上 
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