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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）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 218,405 5.5 22,526 6.5 23,792 5.9 13,619 4.5

19年３月期 207,015 6.0 21,160 10.3 22,460 10.3 13,030 9.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 49 79 － － 5.9 8.5 10.3

19年３月期 47 63 － － 5.9 8.3 10.2

（参考）持分法投資損益   20年３月期 43百万円 19年３月期 44百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 284,447 232,841 81.8 851 13

19年３月期 277,755 225,550 81.2 824 44

（参考）自己資本 20年３月期 232,803百万円 19年３月期 225,511百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 19,513 △9,361 △2,607 19,469

19年３月期 20,943 △15,690 △2,347 11,924

２．配当の状況

1株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 9 50 9 50 2,598 19.9 1.2
20年３月期 8 50 8 50 2,324 17.1 1.0
21年３月期
（予想） 8 50 8 50 － 15.8 －

 (注)19年3月期期末配当金の内訳　　　創立140周年記念配当1円

 

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 110,000 1.9 11,800 4.0 12,500 3.7 7,300 10.0 26 69

通期 223,000 2.1 23,800 5.7 25,100 5.5 14,700 7.9 53 74
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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、16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」及び32ページ「セグメント情報」を

ご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 274,345,675株 19年３月期 274,345,675株

②　期末自己株式数 20年３月期 822,310株 19年３月期 813,224株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 206,422 5.5 22,306 6.6 23,723 6.0 13,878 6.6

19年３月期 195,712 5.9 20,933 11.3 22,388 10.4 13,018 9.1

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 50 74 ― ―

19年３月期 47 59 ― ―

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 278,965 230,289 82.6 841 94

19年３月期 271,209 222,515 82.0 813 49

（参考）自己資本 20年３月期 230,289百万円 19年３月期 222,515百万円

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）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 104,000 1.9 11,600 3.3 12,400 2.6 7,200 2.8 26 32

通期 210,000 1.7 23,500 5.3 24,900 5.0 14,600 5.2 53 38

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料発表時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後の様々

な要因により異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度のわが国経済は、緩やかな拡大基調を持続してまいりましたが、原油を始めとする原材料価格の高

騰に加え、サブプライムローン問題に端を発した金融不安や米国経済の減速など、景気の先行きに不透明感が増大し

ております。

　物流業界におきましては、輸出入貨物は堅調に推移したものの、燃料等の高騰に加え、環境問題対策や顧客の高度

な物流システム要請への対応などにより、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。

　このような状況下にあって、当社グループは港湾物流拠点を中心に戦略的な設備投資と、顧客ニーズを先取りした

積極的な提案型営業を展開し、総合物流サービスの品質向上を図るとともに、コスト競争力の強化を推進し、経営全

般にわたる効率化にグループを挙げて取組んでまいりました。

　この結果、当連結会計年度における作業収入は前連結会計年度に比べ5.5％増収の2,184億5百万円となりました。一

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

計年度に比べ5.9％増加の1,812億46百万円となりましたが、販売費及び一般管理費は0.5％減少の146億31百万円にと

どまりましたことから、利益面におきましては、営業利益は前連結会計年度に比べ6.5％増益の225億26百万円、経常

利益は5.9％増益の237億92百万円となり、特別利益として投資有価証券売却益等を計上し、特別損失として神戸港厚

生年金基金の解散に伴う返還金不足額の負担金が発生しましたが、当期純利益は4.5％増益の136億19百万円となりま

した。

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

メントに分類集計いたしておりましたが、当連結会計年度から「物流事業」、「その他事業」の2セグメントに分類集

計いたしております。

　各セグメント別の事業の状況は次のとおりであります。

 

[物流事業部門]

　港湾運送事業では、コンテナターミナル作業を中心に船内、沿岸荷役作業が堅調に推移し、コンテナ、自動車、穀

類等の取扱いが好調となりましたことから、作業収入は前連結会計年度に比べ8.4％増収の787億6百万円となりまし

た。

　倉庫業や自動車運送関連事業では、サプライチェーン・マネジメントを組込んだ港湾から保管・配送までの一貫物

流の取扱いが順調に伸長いたしましたことから、倉庫業は前連結会計年度に比べ2.0％増収の188億66百万円、自動車

運送関連事業は7.4％増収の343億63百万円となりました。

　また、好調な港湾運送に連動した港湾関連事業は前連結会計年度に比べ14.0％増収の136億82百万円となり、倉庫工

場荷役請負業も9.0％増収の170億63百万円になるなど、物流事業部門の作業収入は前連結会計年度に比べ5.5％増収の

2,060億69百万円となりました。

 

[その他事業部門]

　建設機工事業を含むその他事業部門は前連結会計年度に比べ5.4％増収の123億35百万円となりました。
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　  　　セグメント別作業収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　百万円) 

前連結会計年度 当連結会計年度
前連結会計年度比増減

 金額 率（％）

物流事業     

港湾運送 72,601 78,706 6,104 8.4

倉庫 18,493 18,866 372 2.0

自動車運送関連 32,000 34,363 2,362 7.4

倉庫工場荷役請負 15,650 17,063 1,412 9.0

重量貨物運搬 6,832 6,981 148 2.2

港湾関連 12,001 13,682 1,681 14.0

梱包 3,269 3,146 △123 △3.8

内航海運取扱 3,042 2,898 △144 △4.7

通関 2,411 2,304 △106 △4.4

その他 29,014 28,057 △956 △3.3

小　　計 195,316 206,069 10,752 5.5

その他事業     

建設機工 8,117 8,943 826 10.2

その他 3,582 3,391 △190 △5.3

小　　計 11,699 12,335 636 5.4

合　　計 207,015 218,405 11,389 5.5

 

 

（次期の見通し）

　今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題に端を発した米国景気の後退、円高の進行、原油等の原材

料価格の高騰など、国内においても景気の悪化が懸念されております。

　物流業界におきましても、企業間競争が一段と熾烈になることが予想され、先行き予断を許さない厳しい経営環境

が続くものと思われます。

　このような環境下にあって、当社グループはグローバルな視野に立った当社独自の物流ネットワークを駆使した事

業基盤の拡充を推進するとともに、顧客に高品質な物流マネジメントを提供しつづけるプロ集団として、継続的な成

長と企業価値の更なる向上を目指してまいる所存であります。

　平成21年3月期の連結業績予想としまして、作業収入2,230億円、経常利益251億円、当期純利益147億円を見込んで

おります。
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(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は、「有価証券」の増加及び設備投資による「有形固定資産」の増加などにより、前連

結会計年度末と比べて66億92百万円増加の2,844億47百万円となりました。

　また、当連結会計年度末の純資産は、当期純利益による「利益剰余金」の増加などにより、前連結会計年度末と比

べて72億91百万円増加の2,328億41百万円となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活

動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりましたが、現金及び現

金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べて、75億44百万円増加の194億69百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益234億66百万円に減価償却費104億39百万円、法人

税等の支払額93億80百万円などを加減算し、合計では195億13百万円の純収入となりました。

　なお、当連結会計年度における純収入額は、前連結会計年度（209億43百万円の純収入）に比べて、神戸港厚生年金

基金の解散に伴う返還金不足額の負担金支出が発生したことにより、14億30百万円の減少となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得及び投資有価証券の取得として、それぞれ119億56百万円及

び5億21百万円を支出し、一方、投資有価証券の売却による収入及び固定資産の売却による収入がそれぞれ32億75百万

円及び1億22百万円あり、その他の増減を合わせた合計では93億61百万円の純支出となりました。

　なお、当連結会計年度における純支出額は、前連結会計年度（156億90百万円の純支出）に比べて、投資有価証券の

売却による収入が増加したこと及び固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、63億29百万円の支出減と

なりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、合計では26億7百万円の純支出となりました。

　なお、当連結会計年度における純支出額は、前連結会計年度（23億47百万円の純支出）に比べて、配当金の支払額

が増加したことにより2億59百万円の増加となりました。

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 78.6 80.7 81.2 81.2 81.8

時価ベースの自己資本比率（％） 92.9 98.1 96.9 99.9 75.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

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

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

（注３）キャッシュ・フローは、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

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

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

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

報化投資などの原資として活用させていただく所存であります。

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

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

年間配当につきましては、1株当たり8円50銭とさせていただく予定であります。
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(4）事業等のリスク

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

す。

　なお、文中における将来に関する事項は、原則として当連結会計年度末(平成20年3月31日)現在において判断したも

のであります。

　

①  輸出入貨物の取扱いにおける影響について

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

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

業績に影響を受ける可能性はあります。

1.青果物や穀物など食料品の産地における天候不順による生産量の減少

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

3.緊急輸入制限措置（セーフガード）などの法律又は規制の変更

4.テロ、戦争などの要因による社会的混乱

 

②  環境問題の影響について

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

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

とが考えられます。

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

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

 

③  事故及び自然災害などによる影響について

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

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

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

場合、業績に影響を受けることがあります。

 

④  退職給付債務による影響について

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

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

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

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

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

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

係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりである。

　なお、（　）内の部門が事業の種類別セグメントである。

　当連結会計年度より、事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容については、(セグメント情報)の「事業

の種類別セグメント情報」に記載のとおりである。

(物流事業部門)

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

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

及び関連会社は上津港運㈱他５社である。

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

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

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

子会社は上組陸運㈱他１社及び関連会社は上海上組物流有限公司他１社である。

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

業等を行う事業であり、その事業に係る子会社は泉産業㈱である。

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

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

社である。

(その他事業部門)  

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

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

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

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

 

倉 庫 業 

関連会社（１社） 
日 本 ポ ー ト 産 業 ㈱ 

自 動 車 運 送 関 連 事 業 

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

上 海 上 組 物 流 有 限 公 司 
上組（東莞)貨運有限公司 

倉 庫 工 場 荷 役 請 負 業 

子会社（１社） 
★泉 産 業 ㈱ 

そ の 他 運 輸 業 

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

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

港 湾 運 送 事 業 

子会社（６社） 
※大 分 港 運 ㈱ 

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

 
関連会社（６社） 

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

SERVICE CO.,LTD. 
EASTERN SEA LEAM CHABANG 

TERMINAL CO.,LTD. 

外 部 顧 客 

㈱ 上 組 

物 流 事 業 そ の 他 事 業 

そ の 他 事 業 

子会社（２社） 
★㈱ カ ミ ッ ク ス 

上 豊 工 業 ㈱ 
 
関連会社（２社） 

㈱神戸港国際流通センター 
㈱ ピ ッ ト 

　（注）１．★は連結子会社であり、※は持分法適用会社である。

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

３．上組(東莞)貨運有限公司は、上組(香港)有限公司の関連会社である。

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

５．矢印は役務の流れを示している。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは物流環境の多様化、高度化に対応し、グローバルなネットワークを活用した事業展開を推進すると

ともに、総合物流企業グループとして伝統に培われた豊富なノウハウと卓越した技術力に加え、ＩＴを活用した総合

力を結集し、顧客の満足を追求する当社グループ独自のサービスの提供を通じて、豊かな社会の発展に貢献してまい

ります。

 

(2）会社の対処すべき課題、目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、既成概念にとらわれない新しい物流網の構築を目指し、新規事業の開発と既存事業の活性化にグ

ループをあげて取組んでまいります。

　具体的にはＩＴを活用した当社グループ独自の新型物流システムの構築を推進し、経営の効率化、サービスの向上、

ローコストの追求やアグレッシブな人材の育成とともに、規制緩和などによる事業環境の変化に迅速かつ的確に対応

し、継続的な成長と収益を実現できる経営体質の確立と企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすべくコーポレートガバ

ナンスなどへの取組みにより、企業価値の更なる向上を図ってまいります。

　これらの目標に基づき、総合物流企業として事業基盤の強化・拡充を推進し、アジアを重点に海外ネットワークの

基盤強化を図るとともに、超重量品の運搬・据付等、当社得意分野における競争力優位の維持・拡大を図ることなど

を重点施策として継続的な成長を目指した、平成20年3月期を初年度とする中期5ヵ年計画を策定いたしました。

　その最終年度となる平成24年3月期の連結業績目標は作業収入2,650億円、営業利益288億円、経常利益303億円、当

期純利益を182億円と設定いたしております。
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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）
当連結会計年度

（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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   11,924   13,169  1,244

２．受取手形及び営業未収
金

※５  38,910   39,842  932

３．有価証券   －   6,300  6,300

４．たな卸資産   306   328  21

５．繰延税金資産   2,200   1,936  △264

６．その他   14,262   14,751  488

貸倒引当金   △160   △91  68

流動資産合計   67,445 24.3  76,236 26.8 8,791

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物   96,705   96,183  △522

(2）機械装置及び運搬具   15,205   14,726  △479

(3）工具、器具及び備品   536   583  46

(4）土地   60,025   61,230  1,204

(5）建設仮勘定   4,268   5,800  1,531

有形固定資産合計   176,741 (63.6)  178,523 (62.8) 1,782

２．無形固定資産   6,416 (2.3)  6,373 (2.2) △42

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  20,947   15,109  △5,837

(2）長期貸付金   839   847  8

(3）繰延税金資産   708   2,835  2,127

(4）その他 ※２  4,669   4,531  △138

貸倒引当金   △12   △11  0

投資その他の資産合計   27,152 (9.8)  23,313 (8.2) △3,839

固定資産合計   210,310 75.7  208,210 73.2 △2,099

資産合計   277,755 100.0  284,447 100.0 6,692
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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）
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．支払手形及び下払未払
金

※５  22,032   22,913  880

２．未払法人税等   4,936   4,876  △59

３．賞与引当金   164   164  △0

４．繰延税金負債   0   0  0

５．その他   10,062   9,681  △381

流動負債合計   37,197 13.4  37,637 13.2 439

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   13,795   12,881  △913

２．役員退職慰労引当金   29   29  0

３．船舶特別修繕引当金   8   11  3

４．繰延税金負債   254   129  △124

５．その他   920   916  △4

固定負債合計   15,007 5.4  13,968 4.9 △1,038

負債合計   52,205 18.8  51,605 18.1 △599

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   31,642 11.4  31,642 11.1 －

２．資本剰余金   26,854 9.7  26,854 9.5 －

３．利益剰余金   159,719 57.5  170,739 60.0 11,020

４．自己株式   △433 △0.2  △442 △0.1 △9

株主資本合計   217,782 78.4  228,793 80.5 △11,011

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額
金

  7,729 2.8  4,010 1.4 △3,719

評価・換算差額等合計   7,729 2.8  4,010 1.4 △3,719

Ⅲ　少数株主持分   38 0.0  37 0.0 △0

純資産合計   225,550 81.2  232,841 81.9 7,291

負債純資産合計   277,755 100.0  284,447 100.0 6,692
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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　作業収入      218,405 100.0 11,389

１．港湾運送事業作業収入  72,601       

２．兼業事業作業収入  134,414 207,015 100.0     

Ⅱ　作業原価      181,246 83.0 10,097

１．港湾運送事業作業原価  54,589       

２．兼業事業作業原価  116,559 171,149 82.7     

作業総利益   35,866 17.3  37,158 17.0 1,291

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 14,706 14,706 7.1  14,631 6.7 △74

営業利益   21,160 10.2  22,526 10.3 1,366

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  42   82    

２．受取配当金  642   706    

３．地代家賃  230   264    

４．持分法による投資利益  44   43    

５．その他  350 1,310 0.6 334 1,431 0.7 120

Ⅴ　営業外費用         

１．コマーシャル・ペーパー利
息

 0   －    

２．為替差損  －   153    

３．その他  9 9 0.0 11 165 0.1 155

経常利益   22,460 10.8  23,792 10.9 1,331

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 35   71    

２．投資有価証券売却益  4   3,219    

３．国庫等補助金  36   392    

４．貸倒引当金戻入益  － 75 0.0 4 3,687 1.7 3,611

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売廃却損 ※３ 280   145    

２．厚生年金基金解散損失  －   3,486    

３．投資有価証券評価損  21 302 0.1 381 4,013 1.9 3,711

税金等調整前当期純利益   22,234 10.7  23,466 10.7 1,231

法人税、住民税及び事業税  9,183   9,286    

法人税等調整額  18 9,202 4.4 559 9,845 4.5 642

少数株主利益   1 0.0  1 0.0 △0

当期純利益   13,030 6.3  13,619 6.2 589
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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 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

31,642 26,854 149,107 △411 207,193 7,808 7,808 36 215,038

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注）   △2,325  △2,325    △2,325

取締役賞与（注）   △93  △93    △93

当期純利益   13,030  13,030    13,030

自己株式の取得    △22 △22    △22

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     △78 △78 1 △77

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

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

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

31,642 26,854 159,719 △433 217,782 7,729 7,729 38 225,550

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

 

 

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 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

31,642 26,854 159,719 △433 217,782 7,729 7,729 38 225,550

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当   △2,598  △2,598    △2,598

当期純利益   13,619  13,619    13,619

自己株式の取得    △9 △9    △9

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     △3,719 △3,719 △0 △3,720

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

－ － 11,020 △9 11,011 △3,719 △3,719 △0 7,291

平成20年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

31,642 26,854 170,739 △442 228,793 4,010 4,010 37 232,841
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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）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  22,234 23,466 1,231

減価償却費  9,598 10,439 840

貸倒引当金の増減額  57 △69 △126

退職給付引当金の増減額  △417 △913 △496

受取利息及び受取配当金  △685 △788 △103

コマーシャル・ペーパー利息  0 － △0

持分法による投資損益  △44 △43 1

投資有価証券評価損  21 381 359

投資有価証券売却益  △4 △3,219 △3,214

有形固定資産売廃却損益  245 72 △172

売上債権の増減額  △2,426 △932 1,494

たな卸資産の増減額  △34 △21 12

仕入債務の増減額  2,148 880 △1,267

役員賞与の支払額  △94 － 94

その他  △1,494 △1,190 304

小計  29,105 28,061 △1,044

利息及び配当金の受取額  683 833 149

コマーシャル・ペーパー利息の支
払額

 △0 － 0

法人税等の支払額  △8,844 △9,380 △536

営業活動によるキャッシュ・フロー  20,943 19,513 △1,430

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

固定資産の取得による支出  △14,990 △11,956 3,033

固定資産の売却による収入  57 122 65

投資有価証券の取得による支出  △587 △521 65

投資有価証券の売却による収入  18 3,275 3,256

貸付による支出  △29 △29 －

貸付金の回収による収入  58 69 11

その他  △218 △321 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー  △15,690 △9,361 6,329

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金の支払額  △2,325 △2,598 △273

自己株式の増減額  △22 △9 13

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,347 △2,607 △259

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  2,905 7,544 4,638

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  9,019 11,924 2,905

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高  11,924 19,469 7,544
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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）連結子会社数　　５社

　連結子会社名

　　上組陸運㈱

　　上組海運㈱

　　上組航空サービス㈱

　　泉産業㈱

　　㈱カミックス

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社数　　５社

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称　　大分港運㈱

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であるため連結の範囲から除

外している。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称　　大分港運㈱

同左

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用非連結子会社数　　２社

　持分法適用会社名

　　上津運輸㈱

　　大分港運㈱

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用非連結子会社数　　２社

同左

(2）主要な持分法非適用会社等の名称等

主要な持分法非適用会社等の名称

（子会社）　丸古海運㈱

（関連会社）日本ポート産業㈱

　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外している。

(2）主要な持分法非適用会社等の名称等

主要な持分法非適用会社等の名称

（子会社）　丸古海運㈱

（関連会社）日本ポート産業㈱

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、全て連結決算日に一致してい

る。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

………償却原価法

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

………　　　　 同左

その他有価証券

時価のあるもの

………決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

………　　　 同左

時価のないもの

………移動平均法による原価法

時価のないもの

………　　　 同左

ロ　たな卸資産

（貯蔵品）

………………最終仕入原価法による

原価法

ロ　たな卸資産

（貯蔵品）

………………同左
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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

　有形固定資産のうち建物（建物付属設備は除く）は

主として定額法、建物以外については連結財務諸表提

出会社は賃貸用荷役設備及び不動産賃貸事業用資産は

定額法、それ以外は主として定率法によっており、連

結子会社は定率法によっている。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

同左

建物及び構築物　　　８～50年

機械装置及び運搬具　２～14年

 

　また、無形固定資産は定額法によっている。

　ただし、有形固定資産及び無形固定資産のうちリー

ス契約資産については、リース期間定額法によってい

る。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

いる。

 

――――――――― （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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

いる。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202百万円減少している。

――――――――― （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した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いる。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424百万円減少している。 

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上している。

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　連結子会社は従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上している。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上している。

　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法

により、翌連結会計年度から費用処理することとし

ている。

ハ　退職給付引当金

同左
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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）

ニ　役員退職慰労引当金

　連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上している。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

　　(追加情報) 

　連結財務諸表提出会社は、従来、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上していたが、平成18年６月29日開催の定時株

主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止

し、制度廃止日に在任していた役員に対し、在任期

間に対応する役員退職慰労金を、各役員の退任時に

支給することを決議した。

　これに伴い、役員退職慰労引当金残高を取崩し、

当該未払額を固定負債の「その他」に計上してい

る。 

―――――――――

ホ　船舶特別修繕引当金

　船舶安全法の規定による定期検査を受けるための

修繕費支出に備えるため、将来の定期検査費用見積

額に基づき計上している。

ホ　船舶特別修繕引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いる。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(5）消費税等の会計処理

同左

５．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方法は、全面時価評

価法によっている。

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．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は原則として発生日以降５年間

で均等償却しているが、金額が僅少な場合は、発生時の

損益として処理している。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっている。

７．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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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）

(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）を適用している。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

225,511百万円である。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成している。

 

―――――――――

表示方法の変更

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）

「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会

報告第14号　最終改正　平成19年７月４日）の改正に伴

い、前連結会計年度は「現金及び預金」に含めて表示し

ていた内国法人の発行する譲渡性預金については、当連

結会計年度より「有価証券」に含めて表示している。

なお、内国法人の発行する譲渡性預金の残高は、当連

結会計年度は6,300百万円、前連結会計年度は7,500百万

円である。

 

───────

（連結損益計算書）

当連結会計年度より、作業収入及び作業原価の事業別

内訳の金額掲載を行わないこととした。これは、セグメ

ント情報に記載のとおり、事業区分を「物流事業」及び

「その他事業」に変更したが、「物流事業」の作業収入

及び作業原価がそれぞれの合計の90％超であることから、

簡潔明瞭な表示のため変更したものである。

　なお、前連結会計年度と同一の事業区分による当連結

会計年度の金額は次のとおりである。

Ⅰ作業収入 （百万円）

1.港湾運送作業収入 78,706

2.兼業事業作業収入 139,698

Ⅱ作業原価  

1.港湾運送作業原価 59,449

2.兼業事業作業原価 121,797
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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．有形固定資産の減価償却累計額 158,221百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額  167,106百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りである。

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りである。

投資有価証券（株式） 1,739百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
167

投資有価証券（株式）   2,061百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
167

３．偶発債務

下記会社の金融機関等借入金について保証している。

３．偶発債務

下記会社の金融機関等借入金等について保証してい

㈱神戸港国際流通センター 2,817百万円 

㈱ワールド流通センター 2,236 

飛島コンテナ埠頭㈱ 648 

青海流通センター㈱ 266 

大阪港総合流通センター㈱ 195  

阪神サイロ㈱ 89  

名古屋港国際総合流通

センター㈱
25

 

THAI LOGISTICS 

SERVICE CO.,LTD.
6
 

LIMA LOGISTICS 

SERVICE,INC.
2
 

計 6,287 

る。

㈱神戸港国際流通センター 2,560百万円 

㈱ワールド流通センター 1,993 

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,178 

青海流通センター㈱ 249 

神戸メガコンテナ

ターミナル㈱
200

 

大阪港総合流通センター㈱ 180  

阪神サイロ㈱ 116  

LIMA LOGISTICS 

SERVICE,INC.
3
 

計 6,482 

４．受取手形裏書譲渡高 482百万円 ４．受取手形裏書譲渡高 420百万円

※５．連結会計年度末日の満期手形

連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理する方法によっている。

なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日で

あったため、下記の連結会計年度末日満期手形が当連

結会計年度末残高に含まれている。  

　受取手形　　　　　　　　　　　　130百万円

　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　129百万円

  支払手形　　　　　　　　　　　　247百万円 

※５．　　　　　―――――――――
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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

次のとおりである。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

給料手当 8,229百万円

退職給付引当金繰入額 533 

役員退職慰労引当金繰入額 6 

賞与引当金繰入額 46 

給料手当 8,097百万円

退職給付引当金繰入額 520 

役員退職慰労引当金繰入額 2 

賞与引当金繰入額 53 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりである。

土地 25百万円

機械及び装置 3 

工具、器具及び備品 3 

車輛及び運搬具 2 

計 35 

機械及び装置 67百万円

車輛及び運搬具 4 

建物 0 

工具、器具及び備品 0 

計 71 

※３．固定資産売廃却損の内容は次のとおりである。 ※３．固定資産売廃却損の内容は次のとおりである。

建物等取壊し撤去費用 148百万円

建物 77 

車輛及び運搬具 32 

工具、器具及び備品 9 

構築物 7 

機械及び装置 5 

計 280 

建物等取壊し撤去費用 55百万円

機械及び装置 42 

建物 25 

車輛及び運搬具 18 

工具、器具及び備品 1 

構築物 1 

計 145 
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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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 274,345 － － 274,345

合計 274,345 － － 274,345

自己株式     

普通株式(注) 790 22 － 813

合計 790 22 － 813

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

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

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

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 2,598  利益剰余金 9.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 274,345 － － 274,345

合計 274,345 － － 274,345

自己株式     

普通株式(注) 813 9 － 822

合計 813 9 － 822

           (注)　普通株式の自己株式数の増加９千株は、単元未満株式の買取によるものである。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

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

(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

　次のとおり、付議を予定している。

（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27日

定時株主総会
普通株式 2,324  利益剰余金 8.5 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）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 11,924百万円

預入期間が３か月を超える定期預金等 －百万円

取得日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券）
　－百万円

現金及び現金同等物 11,924百万円

現金及び預金勘定 13,169百万円

預入期間が３か月を超える定期預金等 －百万円

取得日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券）
6,300百万円

現金及び現金同等物 19,469百万円

（リース取引関係）

〈借主側〉

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

55 47 7

工具、器具及
び備品

39 34 4

その他 3 3 －

合計 97 85 12

 
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

62 17 44

工具、器具及
び備品

5 2 3

合計 68 19 48

２．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

一年内 5百万円

一年超 6百万円

合計 12百万円

一年内 14百万円

一年超 33百万円

合計 48百万円

　（注）　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額は、支払利子込み法により算定している。

　（注）　　　　　　　 同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 13百万円

減価償却費相当額 13百万円

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

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

法によっている。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

　（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はない。

　（減損損失について） 

同左
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〈貸主側〉

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、減価償却累計額、減損損失累

計額及び期末残高

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累

計額及び期末残高

 
取得価額
（百万円）

減価償却累
計額
（百万円）

期末残高
（百万円）

機械装置及び
運搬具

52 21 31

工具、器具及
び備品

19 11 7

合計 71 33 38

 
取得価額
（百万円）

減価償却累
計額
（百万円）

期末残高
（百万円）

機械装置及び
運搬具

80 35 44

工具、器具及
び備品

15 11 4

合計 95 46 48

２．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

一年内 15百万円

一年超 29百万円

合計 44百万円

一年内 20百万円

一年超 33百万円

合計 54百万円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高及び見積残存価額の残高の合計額

が営業債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、受取利子込み法により算定している。

　（注）　　　　　　　 同左

３．受取リース料及び減価償却費 ３．受取リース料及び減価償却費

受取リース料 14百万円

減価償却費 12百万円

受取リース料 18百万円

減価償却費 16百万円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はない。

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）

１．売買目的有価証券（平成19年３月31日現在）

　該当事項はない。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

　該当事項はない。

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

 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 3,936 16,988 13,051

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,936 16,988 13,051

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 387 368 △19

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 387 368 △19

合計 4,324 17,356 13,031

　（注）　当連結会計年度末における減損適用の対象銘柄はない。

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

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

象としている。

４．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）

 (単位：百万円)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

18 4 －

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

(1）満期保有目的の債券

非公募の内国債券　　　　　　　　 　11百万円

(2）その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　1,782百万円

中期国債ファンド　　　　　　　　 　57百万円
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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（平成19年３月31日現

在）

 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）

(1）債券     

国債・地方債等 － － － －

社債 － － － －

その他 － 11 － －

(2）その他 － － － －

合計 － 11 － －

（当連結会計年度）

１．売買目的有価証券（平成20年３月31日現在）

　該当事項はない。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）

　該当事項はない。

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）

 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 2,910 10,059 7,148

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,910 10,059 7,148

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 1,660 1,310 △349

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,660 1,310 △349

合計 4,571 11,370 6,799

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について211百万円減損処理を行っている。

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

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

象としている。
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４．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）

 (単位：百万円)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

3,275 3,219 －

５．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日現在）

(1）満期保有目的の債券

非公募の内国債券　　　　　　　　 　10百万円

(2）その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　1,609百万円

中期国債ファンド　　　　　　　　 　57百万円

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（平成20年３月31日現

在）

 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）

(1）債券     

国債・地方債等 － － － －

社債 － － － －

その他 0 10 － －

(2）その他 － － － －

合計 0 10 － －

（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成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）

　当社グループは、投機目的のためのデリバティブ取引は

行わない方針であるが、将来の為替リスクを軽減するため、

通常の外貨建営業取引に係る債権債務について必要な範囲

内で為替予約取引を行っている。

　なお、当社グループが利用しているデリバティブ取引は、

為替相場の変動によるリスクを有しているが、デリバティ

ブ取引の契約先はいずれも信用度の高い大手国内銀行であ

るため、相手先の契約不履行によるリスクはないものと考

えている。

　また、これらの実行及び管理は連結財務諸表提出会社の

財務部で行っている。

同左

２．取引の時価等に関する事項

　該当事項はない。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けている。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。

　従来、当社及び連結子会社の一部は、総合設立型厚生年金基金として神戸港厚生年金基金に加入していた

が、神戸港厚生年金基金は平成19年９月28日付で厚生労働省より解散の認可を受け、同日をもって解散した。

２．退職給付債務に関する事項

 
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）

イ．退職給付債務（百万円） △17,205 △15,757

ロ．年金資産（百万円） 3,248 2,558

ハ．未積立退職給付債務（百万円）（イ＋ロ） △13,957 △13,199

ニ．会計基準変更時差異の未処理額（百万円） － －

ホ．未認識数理計算上の差異（百万円） 161 317

ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額）

（百万円）
－ －

ト．連結貸借対照表計上額純額（百万円）

（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
△13,795 △12,881

チ．前払年金費用（百万円） － －

リ．退職給付引当金（百万円）（ト－チ） △13,795 △12,881

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）

(注)　　連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

　　り、簡便法を採用している。

(注)　　　　　　　　　同左

３．退職給付費用に関する事項

 
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）

イ．勤務費用（百万円） 811 837

ロ．利息費用（百万円） 428 412

ハ．期待運用収益（百万円） △99 △97

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） － －

ホ．数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 106 95

ヘ．過去勤務債務の費用処理額（百万円） － －

ト．退職給付費用（百万円）

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
1,247 1,248

チ．厚生年金基金解散に伴う追加拠出額

（百万円）
－ 3,486

リ．合計（百万円）（ト＋チ） 1,247 4,734

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）

　（注）　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」に計上している。

 　（注）　　　　　　　 同左
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
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）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ．割引率（％） 2.5 同左

ハ．期待運用収益率（％） 3.0 同左

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 － － 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年（各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしている。）

同左

ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 － － 

５．複数事業主制度の企業年金資産等

　従来、当社及び連結子会社の一部は、総合設立型厚生年金基金として神戸港厚生年金基金に加入していた

が、神戸港厚生年金基金は平成19年９月28日付で厚生労働省より解散の認可を受け、同日をもって解散した。

 
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）

イ．年金資産（百万円） 23,774 －

ロ．年金資産の額の算定基準 平成19年３月の給与総額の比率 －
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（ストック・オプション等関係）

  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)

  該当事項はない。

  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)

  該当事項はない。

（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

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   

ゴルフ会員権評価損  176百万円

未払事業税等  654百万円

未払賞与  1,170百万円

退職給付引当金  5,457百万円

その他  1,384百万円

繰延税金資産合計  8,843百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △5,296百万円

固定資産圧縮積立金  △825百万円

特別償却準備金  △65百万円

その他  △3百万円

繰延税金負債合計  △6,190百万円

繰延税金資産の純額  2,653百万円

繰延税金資産   

ゴルフ会員権評価損  176百万円

未払事業税等  654百万円

未払賞与  979百万円

退職給付引当金  5,203百万円

その他  1,614百万円

繰延税金資産小計  8,628百万円

評価性引当額  △236百万円

繰延税金資産合計  8,391百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △2,748百万円

固定資産圧縮積立金  △943百万円

特別償却準備金  △57百万円

その他  △0百万円

繰延税金負債合計  △3,749百万円

繰延税金資産の純額  4,641百万円

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 2,200百万円

固定資産－繰延税金資産 708百万円

流動負債－繰延税金負債 △0百万円

固定負債－繰延税金負債 △254百万円

流動資産－繰延税金資産 1,936百万円

固定資産－繰延税金資産 2,835百万円

流動負債－繰延税金負債 △0百万円

固定負債－繰延税金負債 △129百万円
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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）

 
港湾運送事
業
（百万円）

倉庫及び運
輸関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　作業収入及び営業損益       

作業収入       

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

(2）セグメント間の内部作業収

入又は振替高
－ － 821 821 （821） －

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

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

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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 87,411 141,776 35,298 264,487 13,268 277,755

減価償却費 2,947 6,113 538 9,598 － 9,598

資本的支出 5,722 9,073 1,159 15,955 － 15,955

　（注）１．事業区分は、当社における部門別作業収入区分に基づいている。

２．各事業区分の主要事業

(1）港湾運送事業……………港湾運送事業

(2）倉庫及び運輸関連事業…倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫工場荷役請負業、その他

運輸業

(3）その他事業………………重量貨物運搬、機工業、建設業、物品販売業、リース業、金融業、不動産賃貸業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。

４．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13,268百万円であり、その主なものは、連結財

務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等である。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれている。
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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）

　事業の種類として「物流事業」及び「その他事業」に区分している。

　なお、「物流事業」の作業収入は2,060億69百万円と全セグメントの作業収入の合計(2,194億3百万円(セグメント間取

引高9億98百万円含む))の93.9%の割合を占め、「物流事業」の営業利益は216億38百万円と全セグメントの営業利益の合

計(225億45百万円(セグメント間取引による営業利益19百万円含む))の96.0%の割合を占め、また「物流事業」の資産の金

額は2,401億85百万円と全セグメントの資産の金額の合計2,653億35百万円の90.5%の割合を占め、「物流事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。

 （セグメントの変更について）

　当連結会計年度より、当社の事業区分及び名称の見直しを行った結果、従来の「港湾運送事業」、「倉庫及び運輸関連

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

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

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

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

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

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

ことから、事業の実態をより的確に反映させるために行ったものである。

　なお、変更前のセグメント区分による作業収入は、港湾運送事業787億6百万円、倉庫及び運輸関連事業1,203億81百万

円、その他事業202億80百万円（セグメント間取引高9億63百万円含む）となっており、変更前のセグメント区分による営

業利益は、港湾運送事業110億円、倉庫及び運輸関連事業98億25百万円、その他事業17億19百万円（セグメント間取引に

よる営業利益18百万円含む）となっている。

　また、変更前のセグメント区分による資産の金額は、港湾運送事業909億19百万円、倉庫及び運輸関連事業1,407億78百

万円、その他事業336億38百万円、変更前のセグメント区分による減価償却費は、港湾運送事業29億19百万円、倉庫及び

運輸関連事業70億60百万円、その他事業4億59百万円、及び変更前のセグメント区分による資本的支出の金額は、港湾運

送事業25億65百万円、倉庫及び運輸関連事業63億42百万円、その他事業18億39百万円となっている。

 

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）

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

 

　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）

　本邦の作業収入及び資産の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占

める割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。

ｃ．海外売上高

　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）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至

平成20年３月31日）について、海外作業収入がいずれも連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を

省略している。
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（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）

１．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 尾崎　睦 － －

当社代表

取締役会長

ＣＥＯ

青海流通

センター㈱

代表取締役

会長

㈱ワールド

流通セン

ター

代表取締役

会長

（財）神戸

港湾医療保

健協会理事

長

(被所有)

直接

0.2

－ －

青海流通セ

ンター㈱と

の取引

倉庫の賃借

等
54 － －

倉庫の賃貸 226
営業未

収金
0

青海流通センター㈱への債

務保証
266 － －

㈱ワールド

流通セン

ターとの取

引

事務所、倉

庫の賃借等
318

前払費

用
25

資金の貸付 1,500
短期貸

付金
2,800

利息の受取 67 － －

㈱ワールド流通センターへ

の債務保証
2,236 － －

（財）神戸

港湾医療保

健協会との

取引

資金の貸付 25

短期貸

付金
55

長期貸

付金
31

利息の受取 1 － －

役員 久保　昌三 － －

当社代表取

締役社長

ひびきコン

テナターミ

ナル㈱

代表取締役

社長

(被所有)

直接

0.0

－ －

ひびきコン

テナターミ

ナル㈱との

取引

荷役作業料

の支払
10

下払未

払金
2

人材派遣 90
営業未

収金
4

資金の貸付 －
短期貸

付金
254

利息の受取 5
営業未

収金
16

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）青海流通センター㈱、㈱ワールド流通センター、(財)神戸港湾医療保健協会及び、ひびきコンテナターミナル㈱と

の取引はいわゆる第三者のための取引である。

(2）事務所及び倉庫の賃借料については賃貸会社の総原価を検討して賃借各社の協議により決定している。

(3）債務保証に関する保証料は収受していない。

(4）資金の貸付については、市中金利を基準にした利率による貸付である。

(5）人材派遣料については、派遣業務内容により、市場価格等を参考にして決定している。

２．子会社等

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(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の兼

任等
事業上
の関係

関連

会社

㈱神戸港

国際流通

センター

神戸市

中央区
400

不動産の

賃貸

(所有)

直接

34.0

兼任３名

出向１名
－

資金の貸付 －
短期貸

付金
9,600

利息の受取 265 － －

㈱神戸港国際流通セン

ターへの債務保証
2,817 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）債務保証に関する保証料は収受していない。

(2）資金の貸付については、市中金利を基準にした利率による貸付である。

　（注）　上記各社及び個人との取引において取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでいる。
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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．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 尾崎　睦 － －

当社代表

取締役会長

ＣＥＯ

青海流通

センター㈱

代表取締役

会長

㈱ワールド

流通セン

ター

代表取締役

会長

（財）神戸

港湾医療保

健協会理事

長

(被所有)

直接

0.2

－ －

青海流通セ

ンター㈱と

の取引

倉庫の賃借

等
54 － －

倉庫の賃貸 108
営業未

収金
0

青海流通センター㈱への債

務保証
249 － －

㈱ワールド

流通セン

ターとの取

引

事務所、倉

庫の賃借等
311

前払費

用
23

資金の貸付 700
短期貸

付金
3,500

利息の受取 88 － －

㈱ワールド流通センターへ

の債務保証
1,993 － －

（財）神戸

港湾医療保

健協会との

取引

資金の貸付 78

短期貸

付金
101

長期貸

付金
25

利息の受取 3 － －

役員 久保　昌三 － －

当社代表取

締役社長

ひびきコン

テナターミ

ナル㈱

代表取締役

社長

(被所有)

直接

0.0

－ －

ひびきコン

テナターミ

ナル㈱との

取引

荷役作業料

の支払
0

下払未

払金
0

人材派遣 28 － －

－ －
短期貸

付金
240

利息の受取 1 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）青海流通センター㈱、㈱ワールド流通センター、(財)神戸港湾医療保健協会及び、ひびきコンテナターミナル㈱と

の取引はいわゆる第三者のための取引である。

(2）事務所及び倉庫の賃借料については賃貸会社の総原価を検討して賃借各社の協議により決定している。

(3）債務保証に関する保証料は収受していない。

(4）資金の貸付については、市中金利を基準にした利率による貸付である。

(5）人材派遣料については、派遣業務内容により、市場価格等を参考にして決定している。

２．子会社等

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(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の兼

任等
事業上
の関係

関連

会社

㈱神戸港

国際流通

センター

神戸市

中央区
400

不動産の

賃貸

(所有)

直接

34.0

兼任３名

出向１名
－

－ －
短期貸

付金 
9,240

利息の受取 307 － －

㈱神戸港国際流通セン

ターへの債務保証
2,560 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）債務保証に関する保証料は収受していない。

(2）資金の貸付については、市中金利を基準にした利率による貸付である。

　（注）　上記各社及び個人との取引において取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでいる。
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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 824円44銭

１株当たり当期純利益金額 47円63銭

１株当たり純資産額 851円13銭

１株当たり当期純利益金額 49円79銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していない。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

（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） 13,030 13,619

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 13,030 13,619

期中平均株式数（千株） 273,545 273,526

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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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）
当事業年度

（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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   10,404   12,159  1,754

２．受取手形 ※４  1,491   1,363  △128

３．営業未収金   35,182   36,292  1,110

４．有価証券   －   6,300  6,300

５．貯蔵品   270   279  9

６．前払費用   320   351  30

７．短期貸付金   13,128   13,761  633

８．繰延税金資産   2,134   1,870  △264

９．その他   651   568  △82

貸倒引当金   △155   △89  66

流動資産合計   63,428 23.4  72,857 26.1 9,428

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物   85,653   85,717  63

(2）構築物   9,395   8,910  △484

(3）機械及び装置   12,299   11,578  △720

(4）船舶   1   0  △0

(5）車輛及び運搬具   2,454   2,757  302

(6）工具、器具及び備品   360   430  70

(7）土地   59,597   60,802  1,204

(8）建設仮勘定   4,268   5,737  1,468

有形固定資産合計   174,030 (64.2)  175,935 (63.1) 1,904
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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）
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)

２．無形固定資産         

(1）借地権   6,103   6,103  －

(2）電話加入権   60   60  －

(3）施設利用権   11   18  7

(4）ソフトウェア   154   154  0

無形固定資産合計   6,329 (2.3)  6,337 (2.3) 8

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   17,821   12,022  △5,799

(2）関係会社株式   1,948   2,263  315

(3）出資金   188   161  △26

(4）関係会社出資金   167   167  －

(5）長期貸付金   817   809  △7

(6）従業員長期貸付金   8   5  △3

(7）関係会社長期貸付金   1,715   1,705  △9

(8）更生・長期債権   8   8  △0

(9）長期前払費用   434   368  △65

(10）差入保証金   3,325   3,237  △88

(11）繰延税金資産   553   2,608  2,055

(12）その他   442   486  44

貸倒引当金   △11   △10  0

投資その他の資産合計   27,420 (10.1)  23,834 (8.5) △3,585

固定資産合計   207,781 76.6  206,108 73.9 △1,673

資産合計   271,209 100.0  278,965 100.0 7,755
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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）
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．下払未払金   18,989   19,737  748

２．未払金   3,455   3,920  464

３．未払法人税等   4,896   4,830  △66

４．未払費用   4,827   4,111  △715

５．前受金   70   100  30

６．預り金   2,431   2,822  391

７．前受収益   37   32  △4

８．その他   143   156  13

流動負債合計   34,851 12.9  35,712 12.8 861

Ⅱ　固定負債         

１．預り保証金   63   73  9

２．退職給付引当金   13,106   12,227  △878

３．その他   673   662  △11

固定負債合計   13,843 5.1  12,963 4.6 △879

負債合計   48,694 18.0  48,675 17.4 △18
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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）
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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   31,642 11.7  31,642 11.4 －

２．資本剰余金         

　　資本準備金  26,854   26,854   －

資本剰余金合計   26,854 9.9  26,854 9.6 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  5,978   5,978   －

(2）その他利益剰余金         

退職給与積立金  800   800   －

配当準備積立金  1,138   1,138   －

固定資産圧縮積立金  1,205   1,377   171

特別償却準備金  95   83   △11

別途積立金  129,000   140,000   11,000

繰越利益剰余金  19,059   19,179   120

利益剰余金合計   157,276 58.0  168,556 60.4 11,280

４．自己株式   △433 △0.2  △442 △0.1 △9

株主資本合計   215,339 79.4  226,610 81.3 11,271

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額
金

  7,175 2.6  3,678 1.3 △3,496

評価・換算差額等合計   7,175 2.6  3,678 1.3 △3,496

純資産合計   222,515 82.0  230,289 82.6 7,774

負債純資産合計   271,209 100.0  278,965 100.0 7,755

         

㈱上組（9364）平成 20 年３月期決算短信

－ 39 －



(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　作業収入      206,422 100.0 10,710

１．港湾運送事業作業収入  72,601       

２．兼業事業作業収入  123,110 195,712 100.0     

Ⅱ　作業原価      170,369 82.5 9,432

１．港湾運送事業作業原価  54,589       

２．兼業事業作業原価  106,347 160,936 82.2     

作業総利益   34,775 17.8  36,053 17.5 1,277

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 13,842 13,842 7.1  13,746 6.7 △95

営業利益   20,933 10.7  22,306 10.8 1,373

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  94   118    

２．受取配当金  770   823    

３．地代家賃  271   297    

４．その他  327 1,463 0.7 343 1,583 0.8 119

Ⅴ　営業外費用         

１．コマーシャル・ペー
パー利息

 0   －    

２．為替差損  －   155    

３．その他  8 8 0.0 11 166 0.1 157

経常利益   22,388 11.4  23,723 11.5 1,335

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 31   70    

２．投資有価証券売却益  4   3,219    

３．国庫等補助金  36   392    

４. 貸倒引当金戻入益  － 72 0.0 2 3,684 1.8 3,611

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売廃却損 ※３ 257   141    

２．厚生年金基金解散損失  －   3,198    

３．投資有価証券評価損  21 279 0.1 381 3,721 1.8 3,441

税引前当期純利益   22,181 11.3  23,686 11.5 1,504

法人税、住民税及び事
業税

 9,108   9,204    

法人税等調整額  54 9,162 4.6 602 9,807 4.8 644

当期純利益   13,018 6.7  13,878 6.7 860
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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 評価・換算差額等

 純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高
              　（百万円）

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

事業年度中の変動額           

固定資産圧縮積立金の積立
(注)

    －  －   －

固定資産圧縮積立金の積立     －  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

    －  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩     －  －   －

特別償却準備金の積立(注)     －  －   －

特別償却準備金の積立     －  －   －

特別償却準備金の取崩(注)     －  －   －

特別償却準備金の取崩     －  －   －

別途積立金の積立(注)     －  －   －

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

取締役賞与(注)    △80 △80  △80   △80

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

自己株式の取得      △22 △22   △22

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       △171 △171 △171

事業年度中の変動額合計
             　（百万円）

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

平成19年３月31日　残高
            　 （百万円）

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

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

 

（その他利益剰余金の内訳）

 
 

その他利益剰余金

合計退職
給与
積立金

配当
準備
積立金

固定
資産
圧縮
積立金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
             　（百万円）

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

事業年度中の変動額        

固定資産圧縮積立金の積立
(注)

  124   △124 －

固定資産圧縮積立金の積立   25   △25 －

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

  △31   31 －

固定資産圧縮積立金の取崩   △31   31 －

特別償却準備金の積立(注)    12  △12 －

特別償却準備金の積立    15  △15 －

特別償却準備金の取崩(注)    △31  31 －

特別償却準備金の取崩    △31  31 －

別途積立金の積立(注)     9,000 △9,000 －

剰余金の配当(注)      △2,325 △2,325

取締役賞与(注)      △80 △80

当期純利益      13,018 13,018

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
         　    （百万円）

－ － 85 △34 9,000 1,562 10,613

平成19年３月31日　残高
          　   （百万円）

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

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。
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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 評価・換算差額等

 純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成19年３月31日　残高
              　（百万円）

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

事業年度中の変動額           

固定資産圧縮積立金の積立     －  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩     －  －   －

特別償却準備金の積立     －  －   －

特別償却準備金の取崩     －  －   －

別途積立金の積立     －  －   －

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

当期純利益    13,878 13,878  13,878   13,878

自己株式の取得      △9 △9   △9

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       △3,496 △3,496 △3,496

事業年度中の変動額合計
             　（百万円）

－ － － 11,280 11,280 △9 11,271 △3,496 △3,496 7,774

平成20年３月31日　残高
            　 （百万円）

31,642 26,854 5,978 162,578 168,556 △442 226,610 3,678 3,678 230,289

 

 

（その他利益剰余金の内訳）

 
 

その他利益剰余金

合計退職
給与
積立金

配当
準備
積立金

固定
資産
圧縮
積立金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
             　（百万円）

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

事業年度中の変動額        

固定資産圧縮積立金の積立   234   △234 －

固定資産圧縮積立金の取崩   △62   62 －

特別償却準備金の積立    14  △14 －

特別償却準備金の取崩    △26  26 －

別途積立金の積立     11,000 △11,000 －

剰余金の配当      △2,598 △2,598

当期純利益      13,878 13,878

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）

－ － 171 △11 11,000 120 11,280

平成20年３月31日　残高
          　   （百万円）

800 1,138 1,377 83 140,000 19,179 162,578
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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

満期保有目的の債券…………………償却原価法

１．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…………………同左

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法によ

る原価法

子会社株式及び関連会社株式………同左

その他有価証券

時価のあるもの………決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

その他有価証券

時価のあるもの………同左

時価のないもの………移動平均法による原価法 時価のないもの………同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金………個別法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金………同左

貯蔵品…………………最終仕入原価法による原価法 貯蔵品…………………同左

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　建物（建物付属設備は除く）は定額法、建物以外に

ついては賃貸用荷役設備及び不動産賃貸事業用資産は

定額法、それ以外については主として定率法によって

いる。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物及び構築物　　　８～50年

機械装置及び運搬具　２～14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いる。

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ181百万円減少している。

――――――――― （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した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

到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上している。これにより、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞ

れ401百万円減少している。

(2）無形固定資産

　定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっている。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却法によっている。

(3）長期前払費用

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．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上している。

４．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

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計

上している。

　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り、翌事業年度から費用処理することとしている。

(2）退職給付引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

 (追加情報)

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上していたが、平

成18年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって

役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止日に在任して

いた役員に対し、在任期間に対応する役員退職慰労金

を、各役員の退任時に支給することを決議した。

　これに伴い、役員退職慰労引当金残高を取崩し、当

該未払額を固定負債の「その他」に計上している。

(3）　　　　　　―――――――――

 

 

５．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

賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

５．リース取引の処理方法

同左

６．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

６．消費税等の会計処理

同左

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)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日)を適用している。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

222,515百万円である。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成している。

 

―――――――――
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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）

 

───────

（貸借対照表）

「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会

報告第14号　最終改正　平成19年７月４日）の改正に伴

い、前事業年度は「現金及び預金」に含めて表示してい

た内国法人の発行する譲渡性預金については、当事業年

度より「有価証券」に含めて表示している。

なお、内国法人の発行する譲渡性預金の残高は、当事

業年度は6,300百万円、前事業年度は7,500百万円である。

 

───────

（損益計算書）

当事業年度より、作業収入及び作業原価の事業別内訳

の金額掲載を行わないこととした。これは、セグメント

情報に記載のとおり、事業区分を「物流事業」及び「そ

の他事業」に変更したが、「物流事業」の作業収入及び

作業原価がそれぞれの合計の90％超であることから、簡

潔明瞭な表示のため変更したものである。

　なお、前事業年度と同一の事業区分による当事業年度

の金額は次のとおりである。

Ⅰ作業収入 （百万円）

1.港湾運送作業収入 78,706

2.兼業事業作業収入 127,716

Ⅱ作業原価  

1.港湾運送作業原価 59,449

2.兼業事業作業原価 110,919
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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．当事業年度末現在の減価償却累計額は、152,082百

万円である。

※１．当事業年度末現在の減価償却累計額は、160,723百

万円である。

２．偶発債務

　下記会社の金融機関等借入金について保証している。

２．偶発債務

　下記会社の金融機関等借入金等について保証してい

㈱神戸港国際流通センター 2,817百万円 

㈱ワールド流通センター 2,236 

飛島コンテナ埠頭㈱ 648 

青海流通センター㈱ 266 

大阪港総合流通センター㈱ 195 

阪神サイロ㈱ 89 

名古屋港国際総合流通

センター㈱
25

 

THAI LOGISTICS 

SERVICE CO.,LTD.
6
 

LIMA LOGISTICS 

SERVICE,INC.
2
 

計 6,287 

る。

㈱神戸港国際流通センター 2,560百万円 

㈱ワールド流通センター 1,993 

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,178 

青海流通センター㈱ 249 

神戸メガコンテナ

ターミナル㈱
200

 

大阪港総合流通センター㈱ 180 

阪神サイロ㈱ 116 

LIMA LOGISTICS 

SERVICE,INC.
3
 

計 6,482 

３．受取手形裏書譲渡高 398百万円 ３．受取手形裏書譲渡高 345百万円

※４．事業年度末日の満期手形

事業年度末日の満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理する方法によっている。

　なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であった

ため、下記の事業年度末日満期手形が当事業年度末残

高に含まれている。  

　受取手形　　　　　　　　　　　　117百万円

　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　122百万円

※４．　　　　　―――――――――
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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．販売費に属する費用のおおよその割合は、68％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は32％

である。

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりである。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は、69％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は　

31％である。

　なお、主要な費目及び金額は次のとおりである。

給料手当 7,804百万円

退職給付引当金繰入額 506 

福利厚生費 1,324 

減価償却費 317 

給料手当 7,674百万円

退職給付引当金繰入額 499 

福利厚生費 1,313 

減価償却費 357 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりである。

土地 25百万円

工具、器具及び備品 3 

機械及び装置 3 

車輛及び運搬具 0 

計 31 

機械及び装置 67百万円

車輛及び運搬具 2 

建物 0 

工具、器具及び備品 0 

計 70 

※３．固定資産売廃却損の内容は次のとおりである。 ※３．固定資産売廃却損の内容は次のとおりである。

建物等取壊し撤去費用 148百万円

建物 68 

車輛及び運搬具 27 

構築物 6 

機械及び装置 5 

工具、器具及び備品 1 

計 257 

建物等取壊し撤去費用 55百万円

機械及び装置 42 

建物 25 

車輛及び運搬具 15 

構築物 1 

工具、器具及び備品 0 

計 141 

（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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 790 22 - 813

合計 790 22 - 813

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

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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 813 9 - 822

合計 813 9 - 822

　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加９千株は、単元未満株式の買取りによるものである。
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（リース取引関係）

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、

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）

工具、器具及
び備品

558 384 174

その他 278 227 50

合計 836 611 224

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具、器具及
び備品

472 369 102

その他 166 145 20

合計 638 515 123

２．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

一年内 102百万円

一年超 122百万円

合計 224百万円

一年内 81百万円

一年超 41百万円

合計 123百万円

　（注）　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額は、支払利子込み法により算定している。

　（注）　　　　　　　 同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 124百万円

減価償却費相当額 124百万円

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 101百万円

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

法によっている。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

　（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はない。

　（減損損失について） 

同左

（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）のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
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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

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   

ゴルフ会員権評価損  172百万円

未払事業税等  644百万円

未払賞与  1,170百万円

退職給付引当金  5,326百万円

その他  1,177百万円

繰延税金資産合計  8,491百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △4,912百万円

固定資産圧縮積立金  △825百万円

特別償却準備金  △65百万円

繰延税金負債合計  △5,803百万円

繰延税金資産の純額  2,688百万円

繰延税金資産   

ゴルフ会員権評価損  172百万円

未払事業税等  644百万円

未払賞与  979百万円

退職給付引当金  4,969百万円

その他  1,232百万円

繰延税金資産合計  7,998百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △2,518百万円

固定資産圧縮積立金  △943百万円

特別償却準備金  △57百万円

繰延税金負債合計  △3,518百万円

繰延税金資産の純額  4,479百万円

（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 813円49銭

１株当たり当期純利益金額 47円59銭

１株当たり純資産額  841円94銭

１株当たり当期純利益金額 50円74銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していない。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（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） 13,018 13,878

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 13,018 13,878

期中平均株式数（千株） 273,545 273,526

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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６．役員等の異動

１．代表取締役の異動(平成20年６月27日付)

 

退任予定代表取締役 

 

 　  　 代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　 (現)専務取締役　　　　木　村　豊　久　　      (当社顧問に就任予定)　　

　　　　九州地区担当 

 

２．取締役の異動(平成20年６月27日付)

 

退任予定取締役

 

　　　　取　締　役

　　(現)鹿島支店長　　　　吉　田　幸　雄　　      (上組海運㈱代表取締役社長に就任予定)

　　　　常陸那珂支店統括

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　以上
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