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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

21年3月期 36,940 △3.3 1,473 △13.0 1,523 △16.2 676 △29.9

20年3月期 38,192 △13.7 1,694 0.9 1,817 1.6 965 2.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 65.75 ― 5.6 6.3 4.0
20年3月期 93.70 ― 8.3 7.0 4.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 23,813 12,327 51.8 1,203.87
20年3月期 24,527 11,979 48.8 1,163.08

（参考） 自己資本   21年3月期  12,327百万円 20年3月期  11,979百万円

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

21年3月期 1,010 △394 △957 1,911
20年3月期 2,477 △538 △2,361 2,252

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） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 206 21.3 1.8
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 205 30.4 1.7

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 28.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

営業収益 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

18,400 △2.9 650 △30.7 650 △33.7 350 △26.8 34.18

通期 37,400 1.2 1,360 △7.7 1,360 △10.7 730 7.9 71.29

－ 1 －



4.  その他 

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

(2) 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） 

（注）詳細は、14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17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の変
更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 10,300,000株 20年3月期 10,300,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  60,069株 20年3月期  10株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

21年3月期 36,501 △4.1 1,105 △21.9 1,166 △24.1 479 △40.9

20年3月期 38,049 △13.5 1,415 △6.7 1,537 △6.7 810 △5.6

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

21年3月期 46.57 ―

20年3月期 78.70 ―

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

21年3月期 23,773 11,781 49.6 1,150.55
20年3月期 24,450 11,631 47.6 1,129.23

（参考） 自己資本 21年3月期  11,781百万円 20年3月期  11,631百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基
づいており、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

営業収益 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

18,200 △3.1 530 △30.1 530 △34.5 290 △24.7 28.32

通期 36,900 1.1 1,100 △0.5 1,100 △5.7 600 25.2 58.59

－ 2 －



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

　当連結会計年度における日本経済は、金融危機の深刻化に伴う世界景気の急減速や為替円高、株価下落等を背景

に、企業収益の大幅な減少、設備投資の抑制、雇用調整による失業者の急増、消費マインド悪化による消費不振お

よびデフレ懸念の高まりなど、100年に一度という未曾有の経済危機に直面し、また先行きについても当面、悪化が

続くとみられ、今後の世界景気の動向によっては、さらなる下振れも懸念される状況で推移いたしました。

　当社グループが属する物流業界におきましても、世界的な景気後退に伴い国際貨物輸送分野においては欧米向け

貨物量の大幅な減少に加えこれまで堅調に推移してきた新興国向けにおいても貨物量が減少傾向に転じ、国内貨物

輸送分野においても、製造業の在庫調整による貨物量の急速な落ち込み等により経営環境はますます厳しさを増し

ております。

　また、当社の主力である家電業界の物流におきましては、夏場に猛暑によるエアコン販売の好調および北京五輪

需要による大画面薄型テレビ等のデジタル家電の伸びはあったものの、その後の景気減速に伴う消費マインドの悪

化により下期は低調に推移いたしました。

　このような経営環境におきまして、当社グループはマーケット分野別営業政策のもと事業単位毎の経営資源配分

に注力し、流通系３ＰＬシステム（※１）における倉庫内作業の効率化および全拠点標準化などオペレーション改

革による原価率の低減、流通系共同プラットフォーム（※２）を活用した営業強化によるメーカー物流の受託およ

び同業他社との共同化の推進、宅配・設置事業の取引拡大、国際一貫輸送サービス体制の構築による海外メーカー

物流等の受託など利益確保に向けた施策を積極的に推進し、持続的成長を目指してまいりました。

　しかしながら大幅な景気減速の影響を受け、当連結会計年度の営業収益は、メーカー物流の在庫調整による減少

等により36,940百万円（前期比3.3％減）となりました。利益面におきましては流通系との物流取引拡大、オペレー

ションの効率化による原価低減に努めたものの、メーカー物流の減少、家電物流における年末需要期以降のデジタ

ル家電を中心とした貨物量減少の影響を受け、営業利益は1,473百万円（同13.0％減）、経常利益は1,523百万円（同

16.2％減）となりました。また、当期純利益は株式市況の急速な悪化に伴う投資有価証券評価損224百万円の計上な

どにより676百万円（同29.9％減）となりました。

（事業の種類別セグメントごとの概況）

ａ．ロジスティクス・ソリューション事業

　ロジスティクス・ソリューション事業におきましては、デジタル家電を中心とした価格競争の激化に加え消

費マインドの悪化もあり市場環境が依然として厳しい状況で推移いたしました。このような環境のもと、当社

グループは３ＰＬ事業の収益力強化および宅配・設置事業の取引拡大等に積極的に取り組みました。これらに

より、物流量増加による利益の拡大、３ＰＬシステム（※１）の倉庫内作業のオペレーション改善による原価

低減等が寄与し、営業収益は16,327百万円（前期比0.1％増）、営業利益は1,248百万円（同7.5％増）となりま

した。

ｂ．国際物流事業

　国際物流事業におきましては、グローバル化ニーズに対応する体制および国際一貫輸送サービス体制の構築

により、国内外のメーカーおよび有力フォワーダーの物流受託等に積極的に取り組みました。しかしながら、

前期において好調であった大型冷蔵庫、エアコン部材等の輸出入物量が減少し、営業収益は1,094百万円（前期

比29.1％減）、営業利益は145百万円（同44.4％減）となりました。

ｃ．国内一般物流事業

　国内一般物流事業におきましては、メーカー物流の強化として、流通系共同プラットフォーム（※２）の活

用に向けた家電メーカー等への営業、家電物流以外への事業領域の拡大、同業他社との共同物流による事業規

模拡大等を積極的に取り組み、また既存顧客における未受託分野への取り組みを強化いたしました。しかしな

がら、生産物流（生産地から流通センターまでの輸送等）の低下等により、営業収益は19,517百万円（前期比

4.1％減）、営業利益は1,430百万円（同12.2％減）となりました。

（※１）３ＰＬ

サード・パーティ・ロジスティクスの略称で、「荷主企業に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託する業務」と

定義されております。従来、荷主企業が行っていた物流システムの構築・管理という業務を、第三者が荷主企業に代わり、荷

主企業の立場に立って、輸送・保管、倉庫立地や配送ルートなどロジスティクスネットワークの設計等を行う他、 在庫管

理、 情報管理、 品揃えや人材配置についても提案します。

（※２）共同プラットフォーム化

当社においては、大手家電量販店向け３ＰＬ事業として多数の荷主を獲得したことにより、家電メーカー各社の当社物流セン

ターへの製品の入出庫実績が年々増加しております。そこで当社の物流センターを共同プラットフォーム化することによって、

メーカー製品在庫の拠点として活用することが可能となり、家電メーカー各社の自社物流子会社による当社物流センターへの

配送頻度の効率化が図れます。当社は、この共同プラットフォーム化した物流センターの運営を国内各メーカーに提案してお

り、共同プラットフォーム化の促進により、物流センターを核にした複数メーカーを束ねるビジネスモデルを構築し、利益の

源泉を拡げ、さらに事業領域を拡大していく所存であります。
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②次期の見通し

　今後の日本経済の見通しにつきましては、世界景気の大幅な悪化による企業収益の減少、設備投資の抑制、失業

率の悪化、消費不振およびデフレ懸念など、景気は当面悪化が続くと予想され、今後の世界景気の深刻化の動向に

よっては、さらなる国内景気の下振れも懸念されます。

　一方、物流業界においては、国内物流では、景気悪化に伴い貨物量が減少する中、事業者間競争がさらに激化す

ることが予想されるなど厳しい経営環境にありますが、ソリューション型事業者への物流業務委託（アウトソーシ

ング）や、業界共同プラットフォーム構築物流事業者への業務集中など、新しいビジネスモデルにより顧客満足や

ローコスト化に優れたノウハウを持つ企業が占有を拡大しております。また、国際物流においても、世界的に物流

市場が縮小する中、シームレスな国際物流体制の整備など他社との差別化を図り顧客ニーズを捉えようとする動き

が広がっております。

　このような環境のもと、当社グループは、以下の項目を推進し、既存顧客との取引拡大、新規顧客の獲得および

収益力の向上を図ってまいります。

（ロジスティクス・ソリューション事業）

・新規顧客の開拓（家電物流および異業種への取組み）

・既存顧客における未受託分野の深耕による取引拡大

・ローコストオペレーションの一層の推進による収益力の底上げ

・宅配・設置事業の拡販

（国際物流事業）

・外販営業の強化（国内営業との協業強化、他社とのアライアンスの活用）

・製・販ともに急速に進むグローバル化へのニーズに対応する体制の構築

・顧客の海外戦略をサポートするための国際一貫輸送サービス体制の構築

（国内一般物流事業）

・外販営業の強化（共同プラットフォーム化推進によるメーカー物流、同業他社との共同物流）

・既存顧客における未受託分野の深耕による取引拡大

・内販取引の拡大（三洋電機グループ内における未受託分野の深耕）

　これら施策により通期の業績見通し（連結）につきましては、営業収益37,400百万円（前期比1.2％増）、営業利

益1,360百万円（同7.7％減）、経常利益1,360百万円（同10.7％減）、当期純利益730百万円（同7.9％増）を見込ん

でおります。

③目標とする経営指標の達成状況

　当社グループは、収益力向上、ローコストオペレーション、財務体質の強化を進めるために、下記の経営指標を

目標としております。

ａ.営業収益を500億円

ｂ.営業利益率を５％以上

ｃ.１株当たり利益（ＥＰＳ）を130円以上

　当期における達成状況としては、景気悪化による貨物量の急速な落ち込み等の影響を受けて営業収益369億円、営

業利益率4.0％、１株当たり利益65円75銭といずれも目標未達となっております。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度における資産、負債及び純資産の状況については、前連結会計年度末と比較して、資産は営業未

収入金および投資有価証券の減少等により713百万円減少し、負債は支払手形および営業未払金の減少等により1,061

百万円減少いたしました。また、純資産は当期純利益676百万円等により347百万円増加いたしました。

②連結キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より340百万円減少

し、当連結会計年度末には1,911百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、1,010百万円（前期比59.2％減）となりました。これは、主に税金等調整前当期

純利益1,244百万円、減価償却費432百万円、売上債権の減少額362百万円等による増加と仕入債務の減少額498百万円、

法人税等の支払額782百万円等による減少の結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は、394百万円（前期比26.8％減）となりました。これは、主に無形固定資産の取得

による支出125百万円、差入保証金の差入による支出224百万円によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は、957百万円（前期比59.5％減）となりました。これは、主に長期借入金の返済に

よる支出630百万円、配当金の支払額205百万円によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 36.1 41.3 48.8 51.8　

時価ベースの自己資本比率（％） 58.6 52.4 59.6 39.6　

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.3 1.9 0.9 1.6　

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 17.3 36.0 48.8 23.5　

 (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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。

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

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

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

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主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、各決算期の業績等を勘案し、財務体質

の強化を図りながら長期的に安定した配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保資金につきまし

ては、物流拠点の拡充・強化に充当し、経営基盤の強化に努める所存であります。

　平成21年３月期の期末配当金につきましては、前期末の期末配当金と同額の10円とし、中間期末配当金10円と合

わせた年間配当金は20円となる予定であります。

　また、平成22年3月期の配当につきましては、中間期末配当金10円、期末配当金10円とし、年間配当金20円を予定

しております。

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

①経営理念

　当社の経営理念は、企業としての使命や目指すべき方向を示した「経営スローガン」と、その経営理念をどのよ

うな形で実現するかの基本となる考えを示した「企業コンセプト」、そしてそれを実際に作り上げていく過程で指

針となる社員の「行動基準」の３本柱で構成されております。

＜経営スローガン＞

自主独立企業として社会から信頼と共感を得られる「真の優良企業(グッドカンパニー)集団」を形成します。

＜企業コンセプト＞

・国際性豊かな企業

・進取の気質に富む企業

・豊かな創造性を発揮する企業

・環境との調和を大切にする企業

＜行動基準＞

人には愛と信頼と意欲を持ち、物には疑問と関心と感動を覚えたい。

　また、当社は2010年までの社員が目指す方向性として以下のキャッチフレーズを掲げております。

　Ｃ.Ｃ.Ｃ.（Challenge to Change the Color）
（社員一人ひとりが、それぞれプロ集団としての能力と自覚を持ち、常に新しいことへチャレンジする。

　そのためには、個人の殻を破り新しい風を吹き込もう！）
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②経営方針

　当社はこの経営理念の下、経営資源を最大限に活用して顧客から信頼され評価される物流サービスを展開すると

ともに、常に経営革新を進め、企業価値向上を図ってまいります。

　具体的には、ロジスティクス・ソリューション事業を当社のコア事業として位置づけ、創業以来物流のプロフェッ

ショナルとして培ってきた物流ノウハウと最新の荷役・運搬技術、情報システムを融合させ、顧客の事業戦略に適

合した物流改革とコストダウンを推進することで業容の拡大を図るとともに、安全輸送の推進や地球環境への配慮

など、企業市民として求められる社会的責任も果たしていく所存であります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、経営理念を具体化する方策として、収益力向上、ローコストオペレーション、財務体質の強化を

掲げており、下記の経営指標を目標としております。

①営業収益を500億円

②営業利益率を５％以上

③１株当たり利益（ＥＰＳ）を130円以上

(3）中長期的な会社の経営戦略

　世界経済が未曾有の経済危機に直面し物流市場が大幅に縮小するなど厳しさを増すグローバルな競争環境において、

当社グループは、生き残りをかけて経営改革のスピードアップおよびその成果の最大化を図っていく所存であります。

そのため、当社グループは今後、３ＰＬ事業を中核事業として宅配・設置などの周辺事業も含めさらなる取引拡大を

図るとともに、３ＰＬ事業のシナジー効果を活用した自社物流センターの共同プラットフォーム化を促進してまいり

ます。また、アライアンスを活用した国際一貫物流サービスの提供など国際物流事業の強化、国内物流におけるメー

カー物流、部品物流、宅配設置事業等の拡大を図るにあたっては、当社がこれまでの事業展開の中で培ったソリュー

ション、マネジメントおよび物流・情報ネットワークを駆使した物流コスト削減や在庫圧縮等に関するソリューショ

ン力とのシナジー効果を打ち出し、さらに高度なサービスを提供することで今後の成長エンジンを構築してまいる所

存であります。

　当社の強みは、家電に関する物流のノウハウの保有やプラットフォーム型物流センターの運営による情報ネットワー

クおよび物流ネットワーク力を中核にしたロジスティクス・ソリューション力にあります。当社は、この強みを活用

して積極的な市場開拓を図り大手家電量販店向けの３ＰＬ事業における物流実績を築き、成長の源泉として堅調に事

業領域の拡大を図ってまいりました。これら三洋電機グループ以外の荷主企業（外販荷主）の獲得をさらに加速する

ことで、同グループに依存しない自主独立経営体質を確立し、ビジネスチャンスを拡大してまいります。なお、平成

21年３月期における当社の連結営業収益に占める同グループ向けの営業収益の割合は41.0％となりましたが、さらに

外販拡大に取り組むことにより、新たな利益の創出を図ってまいる所存であります。

（セグメント別事業戦略）

当社グループの事業のセグメント別の事業戦略は次のとおりです。

①ロジスティクス・ソリューション事業

　当社グループは家電量販店向け３ＰＬ事業を中核事業と位置づけさらなる事業拡大を図ってまいります。具体的

には新規顧客の開拓、既存顧客について顧客の物流ニーズに的確に対応したソリューション提案による事業領域の

拡大等に取組み、収益の拡大を図ってまいります。

　また、家電商品の宅配・設置事業におきましては、家電量販店への取組みを強化するとともに、当期において首

都圏で取引が拡大したＧＭＳ（※）系について他地域での取組みを強化し、事業規模の拡大と利益率の向上を図っ

てまいる所存であります。

※ＧＭＳ・・・General　Merchandise　Storeの略。衣食住の分野にわたる多くの部門を集めた総合的な品揃えをもつ量販店。

②国際物流事業

　世界経済は目下、米国発の金融危機が実体経済に波及し深刻な経済危機に直面しておりますが、日本企業におい

ては外需主導で成長する過程でグローバル化が進展し、アジア地域を中心とした新興諸国への生産拠点の移管を積

極的に推進してまいりました。当社は国際物流の重要性を認識し、中国からのシームレスな国際物流サービスの提

供に積極的に取り組んでまいりました。当社は、三洋電機製品を中心に国内市場の要求に合わせて出荷体制を整え、

顧客のトータル物流コスト削減に寄与するとともに、顧客のビジネススタイルに合わせサポートする体制を整えて

おります。

　また、当社はグローバル・ワンストップサービス（※１）の提供による差別化を推進しており、アライアンス先

である株式会社近鉄エクスプレスおよび株式会社商船三井のインフラを利用した、海外現地メーカーからの仕入れ

（買付け）など海外現地調達から国内物流プラットフォーム（当社物流センター）へのコンソリデーション（※２）

に至るまでの一貫した国際物流サービス体制の整備に取り組んでおります。
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（※１）グローバル・ワンストップサービスとは、製品の生産地（海外）から消費地（国内）に至る輸送環境を評

価・選択し、最適な陸・海・空の国際一貫輸送を行うこと。

（※２）コンソリデーションとは、複数企業の製品出荷を積出地でひとつのコンテナに混載することにより、無駄

のない効率的な輸送を行うこと。

③国内一般物流事業

　国内一般物流事業は、三洋電機グループの家電製品を主体とした国内物流を受託し、同グループの成長とともに

当該事業も営業収益の柱として成長してまいりましたが、当社は、同グループに依存しない自主独立経営体質の確

立を目指し、同グループ以外の荷主企業（外販荷主）との取引拡大に努めております。その一環として、３ＰＬ事

業のシナジー効果を活用した自社物流センターの共同プラットフォーム化を促進してまいります。具体的には、自

社物流センターを核にした複数家電メーカーを束ねる仕組みを構築し、国内のみならず海外メーカーの物流拠点化

を推進することにより、当社物流センターにおける倉庫事業の効率的な運営を図ってまいります。さらに、同業他

社との共同物流、既存取引先メーカーとの取引拡大、積極的な設備投資などにより、外販荷主の獲得を図ってまい

ります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループが事業基盤におく家電業界は、未曾有の経済危機のなか生き残りをかけた大手家電量販店やＧＭＳ

系（※）などの流通系顧客の再編・統合、大手家電メーカーの選択と集中による水平分業型経営の選択や事業領域

の縮小および海外依存の増加基調など顧客経営の変化が加速し、当社グループの経営環境も不確実性が高くなりま

した。また、国内家電市場全般の飽和状況および少子化による物流量の低下など抜本的な課題もあります。

　このような市場環境において、当社グループが持続的な成長を目指すためには、経営環境の変化に適確に対応し

た機動的な経営戦略や経営体制を構築し継続的な経営基盤の強化を推進する必要があります。当社は、経営基盤の

強化を推進するキーポイントとして次の３つの施策を掲げ、積極的に推進していく所存であります。

①コスト競争力の更なる強化

　100年に一度の危機と日本経済の低成長持続という環境では、いずれの業界でも先ずコストの優劣が今後益々、

勝敗を分ける決め手となり、特に物流業界ではこの傾向が加速していくものと思われます。当社グループにお

いては、ローコストオペレーションの一層の推進、間接コストの削減等を徹底し、損益分岐点の引下げ、収益

力の底上げを図ってまいります。

②他社との差別化

　コスト面での他社との差別化に加え、それ以外に他社にない隔絶した強みをもち、しかも圧倒的な差別化を

お客様に分かって頂ける企業になる必要があります。当社グループにおいては、他社との差別化戦略の明確化

と個人の能力アップを重点的に取り組み、一段のサービス・クオリティの向上を図ってまいります。

③新規顧客の開拓

　新たな顧客を開拓して顧客の分散・多角化を図ることにより、特定の顧客への依存度を引下げ、より安定し

た経営基盤を築く必要があります。当社グループにおいては、役員体制も含め組織・人事面で３ＰＬ、メーカー

物流などマーケット分野別に責任と権限を明確化し、新規顧客開拓、既存顧客の取引深耕への取り組みをダイ

ナミックに展開してまいります。

　なお、これらの施策を推進するため、当社グループの組織を横断した３つのタスクフォース（コスト競争力強化、

差別化戦略、営業新規先開発）を立ち上げ、積極的に取り組んでいく所存であります。

　上記のほか、経営推進体制として内部統制システムの着実な運用と強化、環境コンプライアンスの遵守および従

業員の業務遂行能力の強化とモチベーションの高揚など経営基盤の下支えをする経営管理システムの確立も成長戦

略の実現を可能とする基本事項であると考えております。

　当社グループはこれら施策の推進により、事業のイノベーションによる成長を果たすとともに内部統制上の健全

性をバランス良く推進し、当社グループの企業価値の向上を図ってまいります。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,193,795 57,064

受取手形及び営業未収入金 6,821,751 6,459,322

たな卸資産 8,995 －

商品及び製品 － 114,871

繰延税金資産 126,681 92,806

預け金 58,518 1,854,630

その他 377,531 386,597

貸倒引当金 △1,412 △1,690

流動資産合計 9,585,862 8,963,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,944,602 4,951,591

減価償却累計額 △1,057,694 △1,261,842

建物及び構築物（純額） 3,886,908 3,689,749

機械装置及び運搬具 419,998 371,135

減価償却累計額 △316,668 △286,130

機械装置及び運搬具（純額） 103,330 85,005

土地 5,417,355 5,417,355

リース資産 － 195,042

減価償却累計額 － △10,233

リース資産（純額） － 184,809

その他 132,998 141,190

減価償却累計額 △103,377 △110,567

その他（純額） 29,620 30,623

有形固定資産合計 9,437,214 9,407,542

無形固定資産   

ソフトウエア 463,665 405,101

リース資産 － 5,760

その他 11,272 11,260

無形固定資産合計 474,938 422,122

投資その他の資産   

投資有価証券 2,918,342 2,561,111

繰延税金資産 379,141 513,919

差入保証金 1,694,426 1,912,765

その他 40,441 35,199

貸倒引当金 △2,793 △2,640

投資その他の資産合計 5,029,558 5,020,355

固定資産合計 14,941,712 14,850,021

資産合計 24,527,574 23,813,623
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,827,294 7,335,791

短期借入金 1,030,000 855,000

リース債務 － 39,367

未払法人税等 430,734 273,789

賞与引当金 116,545 119,614

設備関係支払手形 6,571 1,814

その他 1,003,902 1,105,594

流動負債合計 10,415,048 9,730,972

固定負債   

長期借入金 951,250 446,250

リース債務 － 162,989

退職給付引当金 996,761 948,476

役員退職慰労引当金 49,865 61,787

その他 134,975 135,595

固定負債合計 2,132,851 1,755,098

負債合計 12,547,899 11,486,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,362,400 1,362,400

資本剰余金 1,273,100 1,273,100

利益剰余金 9,324,756 9,795,457

自己株式 △13 △61,232

株主資本合計 11,960,242 12,369,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,972 △47,478

繰延ヘッジ損益 △24,540 5,306

評価・換算差額等合計 19,432 △42,172

純資産合計 11,979,674 12,327,552

負債純資産合計 24,527,574 23,813,623
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 38,192,741 36,940,228

営業原価 34,234,028 33,117,411

営業総利益 3,958,712 3,822,816

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 962,794 1,022,458

賞与引当金繰入額 26,690 30,631

退職給付費用 106,846 112,621

役員退職慰労引当金繰入額 14,516 17,161

賃借料 269,229 264,691

減価償却費 121,712 127,721

貸倒引当金繰入額 3,279 277

支払手数料 224,411 233,944

その他 535,171 539,480

販売費及び一般管理費合計 2,264,652 2,348,988

営業利益 1,694,060 1,473,828

営業外収益   

受取利息 117,966 52,040

受取配当金 6,991 7,497

受取賃貸料 3,483 3,655

受取手数料 17,755 15,381

その他 31,928 12,718

営業外収益合計 178,126 91,294

営業外費用   

支払利息 47,432 41,067

その他 6,879 327

営業外費用合計 54,311 41,395

経常利益 1,817,874 1,523,727

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,886 152

固定資産売却益 ※1  7 －

投資有価証券売却益 237 －

特別利益合計 2,131 152

特別損失   

固定資産処分損 ※2  19,037 ※2  19,966

投資有価証券評価損 － 224,548

物流拠点移転・閉鎖損失 ※3  25,735 ※3  26,076

割増退職金 7,986 8,929

過年度役員退職慰労引当金繰入額 65,915 －

特別損失合計 118,674 279,520

税金等調整前当期純利益 1,701,332 1,244,358

法人税、住民税及び事業税 723,640 626,279

法人税等調整額 12,546 △58,620

法人税等合計 736,186 567,658

当期純利益 965,145 676,699
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,362,400 1,362,400

当期末残高 1,362,400 1,362,400

資本剰余金   

前期末残高 1,273,100 1,273,100

当期末残高 1,273,100 1,273,100

利益剰余金   

前期末残高 8,565,611 9,324,756

当期変動額   

剰余金の配当 △206,000 △205,999

当期純利益 965,145 676,699

当期変動額合計 759,145 470,700

当期末残高 9,324,756 9,795,457

自己株式   

前期末残高 － △13

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △61,218

当期変動額合計 △13 △61,218

当期末残高 △13 △61,232

株主資本合計   

前期末残高 11,201,111 11,960,242

当期変動額   

剰余金の配当 △206,000 △205,999

当期純利益 965,145 676,699

自己株式の取得 △13 △61,218

当期変動額合計 759,131 409,482

当期末残高 11,960,242 12,369,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △454 43,972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44,426 △91,451

当期変動額合計 44,426 △91,451

当期末残高 43,972 △47,478

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △14 △24,540

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,526 29,846

当期変動額合計 △24,526 29,846

当期末残高 △24,540 5,306

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △468 19,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,900 △61,604

当期変動額合計 19,900 △61,604

当期末残高 19,432 △42,172
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 11,200,643 11,979,674

当期変動額   

剰余金の配当 △206,000 △205,999

当期純利益 965,145 676,699

自己株式の取得 △13 △61,218

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,900 △61,604

当期変動額合計 779,031 347,877

当期末残高 11,979,674 12,327,552
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 1,701,332 1,244,358

減価償却費 450,279 432,796

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,807 125

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,877 3,069

退職給付引当金の増減額（△は減少） △87,342 △48,284

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 49,865 11,922

受取利息及び受取配当金 △124,958 △59,538

支払利息 47,432 41,067

投資有価証券評価損益（△は益） － 224,548

投資有価証券売却損益（△は益） △237 －

固定資産売却益 △7 －

固定資産処分損益（△は益） 19,037 19,966

売上債権の増減額（△は増加） 2,097,284 362,581

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,086 △105,875

仕入債務の増減額（△は減少） △1,200,614 △498,074

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,753 △54,674

その他 40,467 190,657

小計 3,063,448 1,764,645

利息及び配当金の受取額 121,463 71,718

利息の支払額 △50,732 △43,011

法人税等の支払額 △656,774 △782,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,477,405 1,010,512

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △39,895 △35,051

有形固定資産の売却による収入 385 1,497

無形固定資産の取得による支出 △180,294 △125,740

投資有価証券の取得による支出 △1,000,019 △21,536

投資有価証券の売却による収入 3,816 －

投資有価証券の償還による収入 800,000 －

差入保証金の差入による支出 △135,331 △224,462

差入保証金の回収による収入 17,509 6,123

その他 △4,488 5,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △538,318 △394,091

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,240,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,795,375 △630,000

配当金の支払額 △206,000 △205,999

自己株式の取得による支出 △13 △61,218

その他 － △9,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,361,388 △957,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,090 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,392 △340,619

現金及び現金同等物の期首残高 2,675,686 2,252,294

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,252,294 ※  1,911,674
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　２社

 連結子会社の名称

 三洋ロジテクサービス㈱

 北海道三洋ロジスティクス㈱

同左

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左

３．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

①有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によっておりま

す。

その他有価証券

・時価のあるもの

　連結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）によっております。

・時価のないもの

　移動平均法による原価法によってお

ります。

①有価証券

同左　

②デリバティブ

　時価法によっております。

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

　先入先出法による原価法によっており

ます。

③たな卸資産

　先入先出法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）によっております。

　（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日公表分）を適用

しております。

　これにより、利益に与える影響はあり

ません。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法）によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 建物　　　　　　２～43年

 構築物　　　　　２～28年

 機械装置　　　　10～17年

①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法）によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 建物　　　　　　２～43年

 構築物　　　　　２～28年

 機械装置　　　　10～17年
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　（会計方針の変更）

  法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

　この変更により損益及びセグメント情

報に与える影響は軽微であります。

　（追加情報）

  法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　この変更により損益及びセグメント情

報に与える影響は軽微であります。

②無形固定資産

　定額法によっております。

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

同左

────── ③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、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。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

④長期前払費用

　定額法によっております。

④長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基

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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支払に

充てるため、支給見込額の当期負担額を

計上しております。

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

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おり

ます。

③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おり

ます。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間（11～15年）による

定額法により費用処理しております。

  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（11～15年）に

よる定額法により、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

おります。

（追加情報）

　当社は、平成20年３月１日に退職一時

金制度の将来勤務部分の一部について確

定拠出年金制度に移行しております。

  過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間（11～15年）による

定額法により費用処理しております。

  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（11～15年）に

よる定額法により、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

おります。

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、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

（会計方針の変更）

　役員退職慰労金は、従来支給時の費用

として処理しておりましたが、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

上する方法に変更いたしました。これは、

役員退職慰労引当金の会計慣行が定着し

つつあり、また、役員の在任期間におけ

る費用を合理的に配分することにより期

間損益の適正化及び財務内容の健全化を

図るために行ったものであります。

　この変更により、当連結会計年度発生

額14,516千円は販売費及び一般管理費に

計上し、過年度分65,915千円については、

特別損失に計上しております。この結果、

従来の方法に比較して、営業利益及び経

常利益はそれぞれ14,516千円減少し、税

金等調整前当期純利益は49,865千円（当

連結会計年度目的取崩額を控除）減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

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、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

(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おります。

──────

(5）重要なヘッジ会計の方

法

　外貨建金銭債権債務に対し、為替変動リ

スクをヘッジするため為替予約を行い、振

当処理及び繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。また、有利子負債に対し、金利変動リ

スクをヘッジするため金利スワップを行い、

特例処理の要件を満たしているため特例処

理を行っております。為替予約、金利スワッ

プとも当社の規定に基づき行っており、ヘッ

ジ有効性の判定については、ヘッジ手段と

ヘッジ対象に関する重要な条件が同一であ

ることを確認しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(6）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

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引出し可能な預金、預け

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おります。

同左

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（国際物流事業における商流取引について） 

　従来は契約上商品代金部分とコミッション部分（運送料

収入相当額）が一体となっている取引（商流取引）につい

ては取引総額を営業収益に計上しておりましたが、当連結

会計年度より商品代金部分を相殺し、コミッション部分を

営業収益に計上する方法に変更しております。

　この変更は、当社グループの国際物流事業の構造改革の

一環として、国際物流業務の増加に伴う商品代金の負担増

による当社グループの資金効率の低下是正と経営資源の有

効活用を図る目的で、商流取引から物流取引のみの契約へ

の切り替えを推進することとしたことを契機に、経営成績

をより適切に表示するために行ったものであります。

　この結果、従来の方法に比較して、国際物流事業におけ

る営業収益及び営業原価がそれぞれ4,440,046千円少なく計

上されておりますが、利益に与える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

──────

────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

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。

　これにより、利益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結貸借対照表）

 「ソフトウェア」は、前連結会計年度まで無形固定資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、内容をより明

瞭に表示するため、当連結会計年度より区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度の「ソフトウェア」は496,799千円

であります。

（連結貸借対照表）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令第

50号）」が適用となることに伴い、前連結会計年度におい

て、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」と表示しております。

　なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」は8,995千円であります。
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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20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

　１　保証債務

　従業員の金融機関からの住宅借入金等に対し、債

務保証を行っております。

　１　保証債務

　従業員の金融機関からの住宅借入金等に対し、債

務保証を行っております。

保証金額 39,341千円 保証金額 30,295千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具　　　　　　　　 7千円

──────

※２　固定資産処分損の内訳 ※２　固定資産処分損の内訳

（固定資産除却損の内訳）

建物及び構築物 7,912千円

その他 901

ソフトウェア 10,224

合計 19,037

（固定資産売却損の内訳）

建物及び構築物 3,583千円

機械装置及び運搬具 5

合計 3,589

（固定資産除却損の内訳）

建物及び構築物 7,807千円

機械装置及び運搬具 3,327

その他 422

ソフトウェア 4,819

合計 16,377

 ※３　物流拠点移転・閉鎖損失

　関東営業所の賃借倉庫集約、千葉営業所の閉鎖等に

伴う費用等であります。

 ※３　物流拠点移転・閉鎖損失

　南大阪営業所の移転等に伴う費用等であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 10,300,000 － － 10,300,000

合計 10,300,000 － － 10,300,000

自己株式

普通株式（注） － 10 － 10

合計 － 10 － 10

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日
定時株主総会

普通株式 103,000 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年10月25日
取締役会

普通株式 103,000 10.00 平成19年９月30日 平成19年12月７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
（千円）

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26日
定時株主総会

普通株式 102,999 利益剰余金 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 10,300,000 － － 10,300,000

合計 10,300,000 － － 10,300,000

自己株式

普通株式（注） 10 60,059 － 60,069

合計 10 60,059 － 60,069

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加60,059株は、単元未満株式の買取りによる増加59株、取締役会決議によ
る自己株式の取得による増加60,000株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 102,999 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年10月23日
取締役会

普通株式 102,999 10.00 平成20年９月30日 平成20年12月10日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月24日
定時株主総会

普通株式 102,399 利益剰余金 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日

（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

（平成20年３月31日現在）

　※　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21年３月31日現在）

現金及び預金 2,193,795千円

預け金（注） 58,498千円

現金及び現金同等物 2,252,294千円

現金及び預金 57,064千円

預け金（注） 1,854,610千円

現金及び現金同等物 1,911,674千円

　（注）　㈱三洋キャッシュ・マネージメント・センター

への預け金であります。

　（注）　㈱三洋キャッシュ・マネージメント・センター

への預け金であります。

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 2,500,000 2,327,250 △172,750 2,372,920 1,938,630 △434,290

(3）その他 － － － － － －

小計 2,500,000 2,327,250 △172,750 2,372,920 1,938,630 △434,290

合計 2,500,000 2,327,250 △172,750 2,372,920 1,938,630 △434,290
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２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 339,169 413,323 74,153 258 290 31

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 339,169 413,323 74,153 258 290 31

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 19 19 △0 262,998 182,901 △80,097

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 19 19 △0 262,998 182,901 △80,097

合計 339,189 413,342 74,152 263,257 183,191 △80,065

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

3,816 237 － － － －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

非上場株式 5,000 5,000

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

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

１年以内 １年超５年
以内

５年超10年
以内

10年超 １年以内 １年超５年
以内

５年超10年
以内

10年超

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

１．債券

(1)国債・地方債等 － － － － － － － －

(2)社債 － － － 2,500,000 － － － 2,372,920

(3)その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

　　　　合計 － － － 2,500,000 － － － 2,372,920

（注）１．当連結会計年度において、投資有価証券224,548千円（満期保有目的の債券で時価のある社債127,080千円、

その他有価証券で時価のある株式97,468千円）の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、

連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には合理的な反証がない限り減損処理

を行い、30％以上50％未満下落した場合には個別銘柄毎に回復可能性等を検討し、回復する見込みがあると

認められない場合には減損処理を行っております。

２．表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

ロジスティ
クス・ソ
リューショ
ン事業
（千円）

国際物流事
業（千円）

国内一般物
流事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．営業収益及び営業損益

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 16,305,450 1,544,710 20,342,580 38,192,741 － 38,192,741

(2）セグメント間の内部営業収益

又は振替高
3,559,160 － 823,708 4,382,868 (4,382,868) －

計 19,864,610 1,544,710 21,166,288 42,575,609 (4,382,868) 38,192,741

営業費用 18,703,298 1,283,288 19,535,980 39,522,568 (3,023,887) 36,498,680

営業利益 1,161,311 261,421 1,630,307 3,053,040 (1,358,980) 1,694,060

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 9,582,312 396,756 8,718,334 18,697,403 5,830,170 24,527,574

減価償却費 189,808 410 159,793 350,012 100,266 450,279

資本的支出 15,664 9,477 － 25,141 2,151 27,293

　（注）１．事業区分の方法

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要サービス

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業

国際物流事業 国際運送業、商品販売業

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等

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の金額は1,379,389千円であり、その主なもの

は、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。

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、5,889,607千円であり、その主なものは、当社

での余剰運用資金（現金、預金及び預け金）及び管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用を含んでおります。

６．会計処理の方法の変更

（役員退職慰労引当金の計上方法の変更）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　３．会計処理基準に関する事項　（３）重要な引当

金の計上基準　④役員退職慰労引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、役員退職慰労金は、従来支給

時の費用として処理しておりましたが、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いたしました。この変更により、従来の方法に比較して、「消去又

は全社」の営業費用は14,516千円増加し、営業利益が同額減少しております。

　（国際物流事業における商流取引の計上方法の変更）

　「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（国際物流事業における商流取引について）」

に記載のとおり、従来は契約上商品代金部分とコミッション部分（運送料収入相当額）が一体となっている

取引（商流取引）については取引総額を営業収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より商品代金部

分を相殺し、コミッション部分を営業収益に計上する方法に変更しております。この結果、従来の方法に比

較して、国際物流事業における営業収益及び営業費用がそれぞれ4,440,046千円少なく計上されておりますが、

営業利益に与える影響はありません。
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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

ロジスティ
クス・ソ
リューショ
ン事業
（千円）

国際物流事
業（千円）

国内一般物
流事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．営業収益及び営業損益

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 16,327,484 1,094,876 19,517,866 36,940,228 － 36,940,228

(2）セグメント間の内部営業収益

又は振替高
3,478,746 － 789,109 4,267,855 (4,267,855) －

計 19,806,230 1,094,876 20,306,975 41,208,083 (4,267,855) 36,940,228

営業費用 18,557,773 949,640 18,876,078 38,383,493 (2,917,093) 35,466,399

営業利益 1,248,456 145,236 1,430,897 2,824,590 (1,350,762) 1,473,828

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 8,682,793 404,122 9,185,067 18,271,983 5,541,640 23,813,623

減価償却費 183,468 1,393 141,927 326,789 106,007 432,796

資本的支出 93,991 9,800 145,058 248,850 129,868 378,718

　（注）１．事業区分の方法

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要サービス

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業

国際物流事業 国際運送業、商品販売業

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等

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の金額は1,371,307千円であり、その主なもの

は、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。

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、5,601,221千円であり、その主なものは、当社

での余剰運用資金（現金、預金及び預け金）及び管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用を含んでおります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日　至

平成21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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日　至

平成21年３月31日）

　海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者情報）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
三洋電機

㈱

大阪府

守口市
322,242

電気機械

器具等の

製造販売

（被所有）

直接57.7
－

同社製

品の運

送・保

管及び

土地・

建物の

賃借

製品の運送・

保管等
9,603,013

受取手形

及び営業

未収入金

1,605,262

土地・建物の

賃借
474,132

流動資産

その他
40,942

(2）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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員

小林正夫 － －
当社専務

取締役

（被所有）

直接 0.0
－ － 社宅家賃 1,627 － －

井上晴孝 － －

当社監査

役

弁護士

－ － －
顧問弁護士料

の支払
1,200 － －

(3）兄弟会社等

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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

㈱三洋

キャッ

シュ・マ

ネージメ

ント・セ

ンター

大阪府

守口市
20

キャッ

シュ・マ

ネージメ

ント

－ －

資金の

預け入

れ及び

債権譲

渡

資金の預け入

れ
36,095,727

預け金 58,498

受取利息 8,435

当社の有する

営業債権の

ファクタリン

グ

9,940,873

受取手形

及び営業

未収入金

1,804,259

三洋電機

販売㈱

東京都

台東区
2,000

電気機械

器具等の

販売

－ －

同社製

品の運

送・保

管

製品の運送・

保管等
3,404,762

受取手形

及び営業

未収入金

551,550

　（注）１．上記(1)～(3)の金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には含まれております。

なお、上記(2)の賃借料のうち寮・社宅関係は非課税であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）製品の運送・保管料については、市場価格等を勘案して他の取引条件と同様に決定しております。

(2）土地・建物の賃借料については、土地・建物の固定資産税の課税標準額を基礎とし、近隣の賃料を参考に

決定しております。

(3）取締役の社宅家賃については、平成19年６月21日開催の第40回定時株主総会において、年額18百万円以内

と決議しております。

(4）顧問弁護士料の支払については、当社と関連しない他の顧問弁護士と同様の条件によっております。

(5）資金の預け入れの受取利息については、市場金利等を勘案して決定しております。

(6）営業債権のファクタリングは販売先より得た営業債権を譲渡し期日前に代金を得ること（債権流動化）を

目的としており、その際の割引率については、市場金利等を勘案して決定しております。
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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

（追加情報）

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用して

おります。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
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(％)

関連当事者
との関係　

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社
三洋電機

㈱

大阪府

守口市
322,242

電気機械

器具等の

製造販売

（被所有）

直接58.0

同社製品の運

送・保管及び

土地・建物の

賃借

製品の運送・

保管等
4,103,198

受取手形

及び営業

未収入金

383,150

土地・建物の

賃借
459,922

流動資産

その他
40,255

(イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
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(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の親

会社を持

つ会社

㈱三洋キャ

ッシュ・マ

ネージメン

ト・セン

ター

大阪府

守口市
20

キャッ

シュ・マ

ネージメ

ント

－

資金の預け入

れ及び債権譲

渡

資金の預け入れ 27,584,111
預け金 1,854,610

受取利息 8,452

当社の有する

営業債権の

ファクタリン

グ

4,047,087

受取手形

及び営業

未収入金

766,476

三洋電機コ

ンシューマ

エレクトロ

ニクス㈱

鳥取県

鳥取市
4,650

電気機械

器具等の

製造販売

－
同社製品の運

送・保管

製品の運送・

保管等
5,287,215

受取手形

及び営業

未収入金

1,618,222

三洋アクア

㈱

大阪府

守口市
90

電気機械

器具等の

製造販売

－
同社製品の運

送・保管

製品の運送・

保管等
2,064,794

受取手形

及び営業

未収入金

619,564

三洋電機

サービス㈱

東京都

江東区
7,500

電気機械

器具等の

アフター

サービス

等

－
同社製品の運

送・保管

製品の運送・

保管等
1,177,126

受取手形

及び営業

未収入金

270,325

　（注）１．上記(ア)～(イ)の金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）製品の運送・保管料については、市場価格等を勘案して他の取引条件と同様に決定しております。

(2）土地・建物の賃借料については、土地・建物の固定資産税の課税標準額を基礎とし、近隣の賃料を参考に

決定しております。

(3）資金の預け入れの受取利息については、市場金利等を勘案して決定しております。

(4）営業債権のファクタリングは販売先より得た営業債権を譲渡し期日前に代金を得ること（債権流動化）を

目的としており、その際の割引率については、市場金利等を勘案して決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　親会社情報

三洋電機株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場）
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,163.08 円

１株当たり当期純利益金額 93.70 円

１株当たり純資産額 1,203.87円

１株当たり当期純利益金額 65.75円

　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おりません。

同左

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末

（平成20年３月31日）　
当連結会計年度末

（平成21年３月31日）　

純資産の部の合計額（千円） 11,979,674 12,327,552

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 11,979,674 12,327,552

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（株）
10,299,990 10,239,931

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

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益（千円） 965,145 676,699

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 965,145 676,699

期中平均株式数（株） 10,299,996 10,292,212

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,096,440 45,938

受取手形 37,586 37,375

営業未収入金 6,763,362 6,359,351

商品 8,995 －

商品及び製品 － 114,871

前払費用 281,279 298,375

繰延税金資産 98,924 64,185

預け金 58,518 1,854,630

その他 123,085 111,325

貸倒引当金 △1,396 △1,670

流動資産合計 9,466,796 8,884,383

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,791,868 4,797,756

減価償却累計額 △982,582 △1,173,183

建物（純額） 3,809,285 3,624,573

構築物 141,334 142,434

減価償却累計額 △72,238 △84,574

構築物（純額） 69,096 57,860

機械及び装置 196,337 167,837

減価償却累計額 △106,540 △90,809

機械及び装置（純額） 89,797 77,027

車両運搬具 212,037 191,674

減価償却累計額 △198,678 △183,774

車両運搬具（純額） 13,358 7,899

工具、器具及び備品 122,774 129,766

減価償却累計額 △97,978 △103,676

工具、器具及び備品（純額） 24,795 26,089

土地 5,417,355 5,417,355

リース資産 － 190,842

減価償却累計額 － △9,953

リース資産（純額） － 180,889

有形固定資産合計 9,423,689 9,391,695

無形固定資産   

ソフトウエア 463,665 405,101

リース資産 － 5,760

その他 10,703 10,691

無形固定資産合計 474,368 421,552
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,918,342 2,561,111

関係会社株式 60,000 60,000

出資金 12,035 －

破産更生債権等 2,793 2,640

長期前払費用 15,467 22,453

繰延税金資産 379,141 513,919

差入保証金 1,690,814 1,908,641

その他 10,096 10,096

貸倒引当金 △2,793 △2,640

投資その他の資産合計 5,085,897 5,076,221

固定資産合計 14,983,955 14,889,470

資産合計 24,450,751 23,773,854

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,071,310 1,841,660

営業未払金 5,977,827 5,685,449

短期借入金 400,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 630,000 505,000

リース債務 － 38,553

未払金 446,614 570,781

未払費用 32,139 30,906

未払法人税等 336,860 179,360

前受金 67,769 62,853

預り金 372,912 734,836

賞与引当金 79,242 77,439

設備関係支払手形 6,571 1,814

その他 265,601 161,931

流動負債合計 10,686,852 10,240,587

固定負債   

長期借入金 951,250 446,250

リース債務 － 159,625

退職給付引当金 996,761 948,476

役員退職慰労引当金 49,865 61,787

長期預り保証金 134,975 135,595

固定負債合計 2,132,851 1,751,734

負債合計 12,819,703 11,992,322
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,362,400 1,362,400

資本剰余金   

資本準備金 1,273,100 1,273,100

資本剰余金合計 1,273,100 1,273,100

利益剰余金   

利益準備金 56,508 56,508

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 33,396 31,723

別途積立金 7,760,000 8,460,000

繰越利益剰余金 1,126,224 701,205

利益剰余金合計 8,976,129 9,249,436

自己株式 △13 △61,232

株主資本合計 11,611,615 11,823,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,972 △47,478

繰延ヘッジ損益 △24,540 5,306

評価・換算差額等合計 19,432 △42,172

純資産合計 11,631,047 11,781,532

負債純資産合計 24,450,751 23,773,854

三洋電機ロジスティクス㈱（9379）　平成21年３月期決算短信

－ 29 －



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

ロジスティクス・ソリューション事業 16,288,000 16,171,370

国際物流事業 1,544,710 1,094,876

国内一般物流事業 20,216,924 19,235,689

営業収益 38,049,635 36,501,935

営業原価   

ロジスティクス・ソリューション事業 14,918,509 14,819,084

国際物流事業 1,190,869 844,974

国内一般物流事業 18,414,246 17,577,937

営業原価 34,523,624 33,241,996

営業総利益 3,526,010 3,259,939

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 855,296 872,303

賞与引当金繰入額 22,088 25,037

退職給付費用 106,458 112,399

役員退職慰労引当金繰入額 14,516 17,161

法定福利費 113,004 116,591

賃借料 267,730 262,572

修繕費 80,446 80,780

減価償却費 121,224 124,923

貸倒引当金繰入額 2,312 274

支払手数料 246,580 257,061

その他 281,338 285,605

販売費及び一般管理費合計 2,110,996 2,154,709

営業利益 1,415,014 1,105,229

営業外収益   

受取利息 8,839 8,587

有価証券利息 108,797 43,322

受取配当金 15,991 16,497

受取賃貸料 3,483 3,655

受取手数料 24,926 23,706

その他 15,982 9,412

営業外収益合計 178,021 105,181

営業外費用   

支払利息 48,211 43,163

その他 6,874 327

営業外費用合計 55,085 43,491

経常利益 1,537,949 1,166,920
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 832 152

固定資産売却益 7 －

投資有価証券売却益 237 －

特別利益合計 1,077 152

特別損失   

固定資産処分損 19,037 19,966

投資有価証券評価損 － 224,548

物流拠点移転・閉鎖損失 25,735 26,076

割増退職金 7,986 8,929

過年度役員退職慰労引当金繰入額 65,915 －

特別損失合計 118,674 279,520

税引前当期純利益 1,420,353 887,551

法人税、住民税及び事業税 593,160 466,002

法人税等調整額 16,632 △57,757

法人税等合計 609,793 408,245

当期純利益 810,559 479,306
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,362,400 1,362,400

当期末残高 1,362,400 1,362,400

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,273,100 1,273,100

当期末残高 1,273,100 1,273,100

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 56,508 56,508

当期末残高 56,508 56,508

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 35,122 33,396

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,726 △1,673

当期変動額合計 △1,726 △1,673

当期末残高 33,396 31,723

別途積立金   

前期末残高 7,110,000 7,760,000

当期変動額   

別途積立金の積立 650,000 700,000

当期変動額合計 650,000 700,000

当期末残高 7,760,000 8,460,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,169,938 1,126,224

当期変動額   

別途積立金の積立 △650,000 △700,000

剰余金の配当 △206,000 △205,999

固定資産圧縮積立金の取崩 1,726 1,673

当期純利益 810,559 479,306

当期変動額合計 △43,713 △425,019

当期末残高 1,126,224 701,205

利益剰余金合計   

前期末残高 8,371,569 8,976,129

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △206,000 △205,999

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 810,559 479,306

当期変動額合計 604,559 273,307

当期末残高 8,976,129 9,249,436
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 － △13

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △61,218

当期変動額合計 △13 △61,218

当期末残高 △13 △61,232

株主資本合計   

前期末残高 11,007,069 11,611,615

当期変動額   

剰余金の配当 △206,000 △205,999

当期純利益 810,559 479,306

自己株式の取得 △13 △61,218

当期変動額合計 604,546 212,088

当期末残高 11,611,615 11,823,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △454 43,972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44,426 △91,451

当期変動額合計 44,426 △91,451

当期末残高 43,972 △47,478

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △14 △24,540

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,526 29,846

当期変動額合計 △24,526 29,846

当期末残高 △24,540 5,306

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △468 19,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,900 △61,604

当期変動額合計 19,900 △61,604

当期末残高 19,432 △42,172

純資産合計   

前期末残高 11,006,601 11,631,047

当期変動額   

剰余金の配当 △206,000 △205,999

当期純利益 810,559 479,306

自己株式の取得 △13 △61,218

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,900 △61,604

当期変動額合計 624,446 150,484

当期末残高 11,631,047 11,781,532
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営業原価明細書

ロジスティクス・ソリューション事業費明細

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　外注費  11,638,231 78.0 11,671,291 78.8

Ⅱ　人件費  410,806 2.8 377,097 2.5

Ⅲ　経費  

減価償却費  165,562 164,938

賃借料  1,877,906 1,789,115

その他  826,001 816,640

経費計  2,869,470 19.2 2,770,694 18.7

営業原価計  14,918,509 100.0 14,819,084 100.0
  

国際物流事業費明細

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　外注費  584,791 49.1 474,834 56.2

Ⅱ　人件費  35,760 3.0 52,471 6.2

 Ⅲ　経費  

賃借料  35 604

商品仕入  555,844 300,202

その他  14,436 16,862

経費計  570,316 47.9 317,668 37.6

営業原価計  1,190,869 100.0 844,974 100.0
  

国内一般物流事業費明細

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　外注費  14,164,215 76.9 13,171,328 74.9

Ⅱ　人件費  864,785 4.7 819,325 4.7

Ⅲ　経費  

減価償却費  138,212 128,509

賃借料  1,923,134 1,900,137

商品仕入  365,529 519,109

その他  958,369 1,039,527

経費計  3,385,245 18.4 3,587,283 20.4

営業原価計  18,414,246 100.0 17,577,937 100.0
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

６．その他

　 役員の異動（平成21年６月24日予定）

　①退任予定取締役

　　　山瀬　英夫　　（現 取締役会長）

　　　濵本　猛志　　（現 取締役ＳＣＭ営業本部副本部長）

 

　②新任監査役候補

　（補欠監査役候補）

　　　服部　信孝　　（現 三洋電機コンシューマエレクトロニクス㈱家電事業部営業統括部担当上席部長）
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