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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）

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 260,330 △10.9 9,025 △35.0 9,203 △38.4 3,478 △62.0
20年3月期 292,333 0.8 13,893 11.7 14,931 12.3 9,160 20.6

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収入営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 96.62 ― 5.5 7.7 3.5
20年3月期 254.47 ― 14.9 11.9 4.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △255百万円 20年3月期  19百万円

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 109,153 61,873 55.1 1,670.18
20年3月期 129,518 67,546 50.6 1,819.18

（参考） 自己資本   21年3月期  60,125百万円 20年3月期  65,489百万円

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 9,687 △6,481 △1,663 25,904
20年3月期 11,057 634 △2,437 28,500

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 ― 12.00 ― 13.00 25.00 899 9.8 1.5
21年3月期 ― 13.00 ― 14.00 27.00 971 27.9 1.5
22年3月期 

（予想）
― 7.00 ― 8.00 15.00 14.2

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）

 

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

95,000 △38.0 1,500 △73.5 1,500 △74.8 900 △73.3 25.00

通期 206,000 △20.9 6,500 △28.0 6,500 △29.4 3,800 9.2 105.56



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、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」をご覧ください。 

(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、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 36,000,000株 20年3月期 36,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  473株 20年3月期  339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）

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 89,827 △12.1 106 △96.7 2,816 △44.7 300 △90.5
20年3月期 102,230 △1.1 3,213 0.7 5,095 8.7 3,168 9.4

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 8.34 ―
20年3月期 88.02 ―

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 61,804 37,149 60.1 1,031.96
20年3月期 67,355 38,944 57.8 1,081.81

（参考） 自己資本 21年3月期  37,149百万円 20年3月期  38,944百万円

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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業
績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、３～６ページをご覧ください。 

営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

35,000 △33.0 0 △100.0 150 △89.2 100 △87.7 2.78

通期 75,000 △16.5 1,000 840.6 2,100 △25.4 1,700 466.2 47.22



(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度（以下、当期という。）における世界経済は、米国に端を発した金融危機が先進国を中心に波及

し、それまでの資源国をはじめとする新興諸国の底堅い成長も徐々に減速したため、期後半からは急速に悪化いたし

ました。 

  我が国経済は、この世界景気の影響を受け、輸出と生産の落ち込みや設備投資の減少、個人消費の減退などが見

られ、景気の悪化が鮮明となりました。 

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

や期後半からの急激な輸送需要の減少により、厳しい事業環境が続きました。 

 当社グループの当期の航空貨物輸送は、世界的な生産・在庫調整により日本発着の取扱い物量が10月以降急減し、

また、期初より順調であった海外地域においても世界景気悪化の影響により取扱い物量が減少したため、輸出重量は

前期比10.6％減、輸入件数は同7.4％減となりました。一方、海上貨物輸送は、期後半から伸びに減速が見られたも

のの、輸出容積で前期比11.1％増、輸入件数で同3.5％増となりました。 

 ① 日本 

 航空輸出貨物は、期初に中・東欧向けの薄型テレビの部品・部材やアジア向けエレクトロニクス品を中心に底堅 

い荷動きが見られましたが、10月以降は世界景気の悪化の影響が大きく表れ、仕向地・品目を問わず輸送需要が急減

し、取扱い重量で前期比26.2％減となりました。 

 航空輸入貨物は、医療関連品、化粧品等の取扱いが堅調に推移したものの、期を通じて半導体関連品やデジタル家

電品等においては活発な荷動きが見られず、特に10月以降は輸出同様その減少幅が拡大し、取扱い件数は前期比

12.6％減となりました。 

 海上貨物は、景気減速の影響により大きな伸びは見られなかったものの、輸出では、設備輸送や各種機械、自動車

部品等の取扱いを中心に順調に拡大し、取扱い容積で前期比18.3％増、輸入では、アパレル関連品や雑貨、自動車部

品等が増加し、取扱い件数で同1.1％増となりました。 

 この結果、国内関係会社を含めた日本の営業収入は114,251百万円（前期比10.1％減）となりました。 

 なお、当期に実施した主な施策といたしましては、将来のさらなる成長へ向け、平成20年10月に組織・人事・制度

の各分野における改革「KWE Innovation Project(KIP)」を策定いたしました。この中に定めた３つの基本施策、①

事業 適化のためのリストラクチャリング（海外要員の増員、国内営業拠点の統廃合等）、②海外事業のさらなる拡

大（海外売上げ構成比を70％へ）、③新規事業の立ち上げ（インターモダル事業等における新商品開発）につきまし

ては、今後も当社がグローバル市場で躍進していくために、長期的な視野で大胆かつスピーディに実施してまいりま

す。また、平成20年12月には、ロジスティクス販売のさらなる拡大を目的に、成田ターミナルの第３期拡張工事を本

年10月の完成を目指し、着工いたしました。 

② 米州 

 航空輸出貨物は、エレクトロニクス品を中心に新規獲得や既存顧客の拡販が進んだことや米ドル安も追い風とな

り、取扱い重量で前期比5.8％増となりました。航空輸入貨物では、前期から継続しているアジア発北米向け取扱い

物量拡大施策による物量増加があったものの、秋以降は米国内の消費減速の影響もあり、取扱い件数では対前期比

2.2％減となりました。海上貨物は、輸出容積で前期比4.6％増、輸入件数で同7.3％増となりました。 

 この結果、米州全体の営業収入は37,504百万円（前期比3.5％減）となりました（１米ドルあたりの円換算レート

は、当期が91.03円、前期が114.15円）。 

 なお、平成20年８月にはロジスティクス事業の拡大のため、カナダ法人がハルトンヒルズ倉庫を開設いたしまし

た。 

③ 欧州・アフリカ 

 航空輸出貨物は、世界景気悪化の影響を受け減速基調で推移したものの、期初より見られたプラント関連輸送の好

調な出荷やエレクトロニクス品、航空機関連品の順調な荷動きもあり、取扱い重量は前期比7.2％増となりました。

航空輸入貨物は、期前半までは中・東欧への薄型テレビの部品・部材の荷動きが好調であったものの、期後半からは

大手既存顧客を中心に輸送需要が減少し、取扱い件数は前期比7.8％減となりました。海上貨物は、輸出では前期の

スポット貨物取扱いの反動により容積で前期比17.4％減となり、輸入件数では同0.5％減となりました。 

 この結果、欧州・アフリカ全体の営業収入は24,318百万円（前期比11.5％減）となりました。 

 なお、平成20年10月、中・東欧地域では初めての現地法人となるチェコ法人を設立いたしました。 

１．経営成績



④ 東アジア・オセアニア 

 航空輸出貨物は、期前半まで順調に推移したものの、世界景気の悪化に伴いエレクトロニクス関連品を中心に荷動

きが減速し、取扱い重量は前期比1.2％減となりました。航空輸入貨物は、生産・在庫調整の影響が鮮明となり、主

要取扱い品目である電子部品・半導体関連品の輸送需要が減少し、取扱い件数は前期比4.9％減となりました。海上

貨物は、輸出容積で前期比11.9%増、輸入件数で同4.8％増となりました。 

 この結果、東アジア・オセアニア全体の営業収入は71,190百万円（前期比12.7％減）となりました。 

⑤東南アジア・中近東 

 航空貨物は中堅顧客の開拓が進んだものの、輸出入ともに大手既存顧客の取扱い物量が大きく減少した結果、輸出

重量は前期比15.8％減、輸入件数も同5.1％減となりました。一方、海上貨物は、輸出容積で前期比14.5％増、輸入

件数で同6.3％増となりました。        

 この結果、東南アジア・中近東全体の営業収入は19,786百万円（前期比21.9％減）となりました。 

 なお、平成20年２月には、インド法人が同国で13拠点目となるコーチン営業所を開設いたしました。  

 以上のとおり、当社グループは一体となって販売活動を強力に推進してまいりましたが、急激な世界景気悪化と外

国為替換算レートが大きく円高に振れた影響を受け、当期の連結営業収入は2,603億30百万円（前期比10.9％減）、

同営業利益は90億25百万円（同35.0％減）、同経常利益は92億3百万円（同38.4％減）となり、同当期純利益は34億

78百万円（同62.0％減）となりました。 

 次期の見通しにつきましては、引続き世界景気の後退の影響やそれによる国際貨物輸送需要の低調な推移が予想さ

れます。 

 そこで当社グループでは、事業の 適化と経営資源の効率的な活用を目指した"KWE Innovation Project(KIP)"を

推進し、加えて平成21年４月にさらなる事業の効率化と固定費の削減を目的として策定いたしました"KWE 

Innovation ProjectⅡ(KIP２)"を推し進め、低迷する国際貨物輸送市場においても確実に利益を生み出せる経営体質

を確立してまいります。 

 以上のとおり、当社グループの業績は世界景気の動向、為替や原油価格の動向などにより変動する可能性もありま

すが、現時点における平成22年３月期の営業収入は206,000百万円（対当期比20.9％減）、営業利益は6,500百万円

（同28.0％減）、経常利益は6,500百万円（同29.4％減）を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当期末の総資産は、前期末と比較して20,365百万円減少し109,153百万円となりました。 

  流動資産は、売上債権が減少したことなどにより、前期末と比較して19,688百万円減少し65,107百万円となりまし

た。 

 固定資産は、投資その他の資産が増えたものの、在外子会社の有形固定資産の為替換算額の減少などにより、前期

末と比較して676百万円減少し44,045百万円となりました。 

 負債合計は、仕入れ債務の減少などにより、前期末と比較して14,693百万円減少し47,279百万円となりました。 

 純資産の部は、利益剰余金が増加したものの、為替換算調整勘定の減少などにより、前期末と比較して5,672百万

円減少し61,873百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末の50.6％から4.5ポイント増加して55.1％と

なりました。 



②キャッシュ・フローの状況                                                             （単位：百万円） 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比較して1,370百万円減少し、当期においては9,687百万

円となりました。税金等調整前当期純利益は、前期と比較して7,173百万円減少し7,991百万円となりました。また、

仕入債務の減額による支出は、前期と比較して2,309百万円増加し△3,862百万円となり、その他の増減額は、前期と

比較して3,684百万円減少し△2,216百万円となりました。一方、売上債権の減額による収入は、前期と比較して

10,846百万円増加し8,047百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して7,116百万円増加し、当期においては△6,481百万円

の収入となりました。定期預金の払戻による収入は、前期と比較して2,910百万円減少し58百万円となり、投資有価

証券の取得による支出は、前期と比較して3,282百万円増加し△3,634百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して773百万円減少し、当期においては△1,663百万円と

なりました。長期借入金の返済による支出は、前期と比較して1,441百万円増加し△4,446百万円となりました。一

方、短期借入金の純増減額は、前期と比較して1,720百万円増加し1,480百万円となりました。 

  以上の結果から、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末と比較して2,595百万円減少して25,904百万円とな

りました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

（注） 自己資本比率：(純資産－少数株主持分)／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

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

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

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

  前期 当期 増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,057 9,687 △1,370

 投資活動によるキャッシュ・フロー 634 △6,481 △7,116

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,437 △1,663 773

 現金及び現金同等物に係る換算差額 △222 △4,137 △3,915

 現金及び現金同等物の増減額 9,032 △2,595 △11,628

 現金及び現金同等物の当期末残高 28,500 25,904 △2,595

  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（%）  44.0  47.4  50.6  55.1

時価ベースの自己資本比率（%）  98.2  124.3  64.5  59.9

債務償還年数（年）  3.5  1.3  1.7  1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ  13.1  31.8  27.0  27.5



（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

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

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

の確立に努めてまいります。 

 この方針に基づき、平成21年３月期および平成22年３月期の１株当たり配当金につきましては、下記のとおりとす

ることといたしております。 

 配当性向（連結）：１株当たり配当金/１株当たり連結当期純利益 

    配当性向（個別）：１株当たり配当金/１株当たり当期純利益 

  

  １株当たり配当金 配当性向  

  中間期末   期末  年間  連結  個別 

 平成21年３月期 
円00銭 

 （実績） 

13 円00銭 

 （予想） 

14 円00銭  

 （予想） 

27
％ 27.9 ％ 323.7

 平成22年３月期 
円00銭  

 （予想） 

7   円00銭 

 （予想） 

8 円00銭 

 （予想） 

15
％  14.2 ％  31.8



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社並びに当社の子会社53社及び関連会社４社（国内９社、国外48

社）で構成されており、利用者の需要に応じ、航空会社、船会社の輸送手段を利用して国際・国内貨物の運送を請け負

い（貨物利用航空運送事業、輸入混載貨物事業及び貨物利用外航運送事業）、且つ、航空会社の代理店業務を引受けて

おります。また、これらの運送引受けに付随する通関業、自動車による貨物運送業、人材派遣業、保険代理店業、不動

産管理業、梱包業も行っております。 

  事業の系統図は、次のとおりであります。 

２．企業集団の状況



  「(1)会社の経営の基本方針」、「(2)目標とする経営指標」については、平成20年３月期決算短信（平成20年５月13

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

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

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

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

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

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

（平成24年３月期）の達成に向け、当期から第三次中期経営計画（４ヵ年、平成21年３月期～平成24年３月期）を推

進しておりましたが、現在の事業環境・業績動向を勘案し、その 終業績目標につきましては全面的に見直しを行う

ことといたします。新たな経営計画につきましては、平成22年３月期終了後、改めて発表させていただく予定です。

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、事業の 適化と経営資源の効率的な活用を目指し、前述の通り平成20年10月に、組織・人事・制

度の各分野における改革「KWE Innovation Project（KIP）」を策定しました。しかし、今期以降も世界景気悪化に

よる厳しい事業環境が予想される中、さらなる対策の実施が必要と判断し、本年４月に「KWE Innovation Project 

PhaseⅡ」（KIP２）の発動を行いました。本プロジェクトは、1）経費構造のスリムダウン、2）不況時代のニーズに

あった新商品の開発、3）グローバル展開（市場・人材）の加速の３点を基本的な考え方とし、生産性の向上と固定

費の削減、海上輸送の一層の強化とインターモダル商品の開発による販売強化を目指し、低迷する国際輸送市場にお

いても確実に利益を生み出せる経営体質を確立してまいります。 

 なお、当社は平成20年４月16日に過年度における国際航空貨物利用運送に係る運賃・料金に関する独占禁止法違反

の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受けておりましたが、平成21年３月18日、同委員会より排除措置命令及び

課徴金納付命令を受領し、その後、応諾することといたしました。関係各位には多大なご心配をおかけしましたこと

を心から深くお詫び申し上げます。当社といたしましては、二度とこのような事態を引き起こすことのないよう、全

社を挙げて再発防止に取り組み、信頼の回復に努めてまいります。  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 28,734 26,294

受取手形及び営業未収入金 52,792 35,235

たな卸資産 155 －

繰延税金資産 931 1,002

その他 2,564 2,800

貸倒引当金 △381 △225

流動資産合計 84,796 65,107

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,085 27,678

減価償却累計額 △10,186 △10,497

建物及び構築物（純額） ※2  18,898 ※2  17,180

機械装置及び運搬具 2,927 2,608

減価償却累計額 △1,811 △1,615

機械装置及び運搬具（純額） 1,115 993

土地 ※2  9,626 ※2  9,455

リース資産 － 705

減価償却累計額 － △226

リース資産（純額） － 479

その他 11,121 10,015

減価償却累計額 △8,165 △6,917

その他（純額） 2,955 3,098

有形固定資産合計 32,596 31,207

無形固定資産   

のれん ※3  291 ※3  271

その他 3,045 2,273

無形固定資産合計 3,336 2,544

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  4,405 ※1, ※2  5,171

長期貸付金 53 678

繰延税金資産 313 786

その他 4,236 3,984

貸倒引当金 △219 △328

投資その他の資産合計 8,789 10,293

固定資産合計 44,721 44,045

資産合計 129,518 109,153



（単位：百万円）

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 26,351 15,871

短期借入金 ※2  14,599 ※2  12,602

リース債務 － 128

未払法人税等 3,142 1,711

繰延税金負債 73 66

賞与引当金 1,636 1,419

役員賞与引当金 246 191

その他 10,447 8,639

流動負債合計 56,497 40,632

固定負債   

長期借入金 ※2  3,941 ※2  4,762

リース債務 － 484

繰延税金負債 322 39

退職給付引当金 909 1,120

その他 301 238

固定負債合計 5,474 6,646

負債合計 61,972 47,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,216 7,216

資本剰余金 4,867 4,867

利益剰余金 51,150 53,681

自己株式 △0 △1

株主資本合計 63,233 65,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 764 △415

為替換算調整勘定 1,491 △5,223

評価・換算差額等合計 2,256 △5,638

少数株主持分 2,056 1,748

純資産合計 67,546 61,873

負債純資産合計 129,518 109,153



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業収入 292,333 260,330

営業原価 244,753 220,207

営業総利益 47,579 40,123

販売費及び一般管理費 ※1  33,686 ※1  31,097

営業利益 13,893 9,025

営業外収益   

受取利息 490 389

受取配当金 28 47

負ののれん償却額 30 34

為替差益 616 －

持分法による投資利益 19 －

還付税金 － 158

雑収入 292 243

営業外収益合計 1,478 872

営業外費用   

支払利息 412 368

持分法による投資損失 － 255

為替差損 － 26

雑支出 27 43

営業外費用合計 440 694

経常利益 14,931 9,203

特別利益   

過年度損益修正益 ※4  277 －

前期損益修正益 － ※4  21

投資有価証券売却益 － 641

固定資産売却益 ※2  82 ※2  6

償却債権取立益 21 －

貸倒引当金戻入額 － 24

その他 － 2

特別利益合計 381 696

特別損失   

固定資産除却損 － ※3  12

ゴルフ会員権評価損 － 40

投資有価証券評価損 77 225

貨物運送事故損害金 70 －

営業拠点閉鎖費用 － 45

独占禁止法関連損失 － 1,494

損害賠償金 － 44

その他 － 46

特別損失合計 147 1,909

税金等調整前当期純利益 15,165 7,991

法人税、住民税及び事業税 5,453 4,106

法人税等調整額 △15 △111

法人税等合計 5,437 3,994

少数株主利益 566 518

当期純利益 9,160 3,478



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 7,216 7,216

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,216 7,216

資本剰余金   

前期末残高 4,867 4,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,867 4,867

利益剰余金   

前期末残高 42,817 51,150

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △11

当期変動額   

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 9,160 3,478

当期変動額合計 8,332 2,542

当期末残高 51,150 53,681

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △1

株主資本合計   

前期末残高 54,900 63,233

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △11

当期変動額   

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 9,160 3,478

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 8,332 2,542

当期末残高 63,233 65,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,030 764

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △265 △1,179

当期変動額合計 △265 △1,179

当期末残高 764 △415

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,497 1,491

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △6,714

当期変動額合計 △6 △6,714

当期末残高 1,491 △5,223



（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,528 2,256

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272 △7,894

当期変動額合計 △272 △7,894

当期末残高 2,256 △5,638

少数株主持分   

前期末残高 1,677 2,056

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 378 △307

当期変動額合計 378 △307

当期末残高 2,056 1,748

純資産合計   

前期末残高 59,107 67,546

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △11

当期変動額   

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 9,160 3,478

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 106 △8,202

当期変動額合計 8,439 △5,660

当期末残高 67,546 61,873



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 15,165 7,991

減価償却費 3,427 3,142

のれん償却額 52 48

負ののれん償却額 △30 △34

賞与引当金の増減額（△は減少） 480 △35

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） △480 312

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 71

受取利息及び受取配当金 △518 △436

支払利息 412 368

持分法による投資損益（△は益） △19 255

固定資産売却損益（△は益） △82 △6

有形固定資産除却損 － 12

投資有価証券売却損益（△は益） － △641

投資有価証券評価損益（△は益） 77 225

ゴルフ会員権評価損 － 40

独占禁止法関連損失 － 1,494

損害賠償損失 － 44

売上債権の増減額（△は増加） △2,799 8,047

仕入債務の増減額（△は減少） △1,553 △3,862

その他 1,468 △2,169

小計 15,608 14,840

利息及び配当金の受取額 497 419

利息の支払額 △409 △352

保険金の受取額 － 11

損害賠償金の支払額 － △55

法人税等の支払額 △4,638 △5,175

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,057 9,687

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △24 △284

定期預金の払戻による収入 2,969 58

有形固定資産の取得による支出 △2,408 △2,794

有形固定資産の売却による収入 245 44

投資有価証券の取得による支出 △352 △3,634

投資有価証券の売却及び償還による収入 191 1,063

関連会社の清算による収入 50 －

子会社株式の取得による支出 △15 △195

貸付けによる支出 △74 △622

貸付金の回収による収入 22 62

敷金及び保証金の差入による支出 △664 △528

敷金及び保証金の回収による収入 565 403

その他 130 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー 634 △6,481



（単位：百万円）

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) 

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） △240 1,480

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △96 △140

長期借入れによる収入 1,948 2,609

長期借入金の返済による支出 △3,005 △4,446

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △827 △935

少数株主への配当金の支払額 △215 △229

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,437 △1,663

現金及び現金同等物に係る換算差額 △222 △4,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,032 △2,595

現金及び現金同等物の期首残高 19,467 ※1  28,500

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  28,500 ※1  25,904



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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 連結子会社の数： 56社 

 国内11社、海外45社、合計56社の子会

社を連結範囲に含めております。 

 主要な連結子会社名は次の通りでありま 

す。 

（国内連結子会社） 

 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ

 近鉄航空配送株式会社 

 株式会社近鉄コスモス 

 株式会社近鉄エクスプレス九州 

 （在外連結子会社） 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (U.S.A.),INC. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (CANADA) INC. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (U.K.)LTD. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (DEUTSCHLAND)GmbH. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (BENELUX)B.V. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (HK)LTD. 

 KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS 

(S) PTE LTD. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (TAIWAN),INC. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (THAILAND)CO.,LTD. 

 BEIJING KINTETSU WORLD  

EXPRESS CO.,LTD. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS  

(KOREA),INC. 

(新規）  

 当連結会計年度より会社設立により、

KINTETSU LOGISTICS (XIAMEN) CO.,LTD. 

、KINTETSU WORLD EXPRESS (CLARK) INC.

を新たに連結子会社としております。 

 なお、連結子会社である株式会社近鉄

コスモスは、平成20年１月１日に連結子

会社である株式会社近鉄アルマックス

を、株式会社近鉄ロジスティクス・シス

テムズは、平成20年３月１日に連結子会

社である、株式会社近鉄エクスプレス九

州、株式会社近鉄エクスプレス北海道及

び株式会社近鉄エコロジスティクスをそ

れぞれ吸収合併いたしました。 

 従って、当連結会計年度末における連

結子会社は52社となっております。 

連結子会社の数： 53社 

 国内７社、海外46社、合計53社の子会

社を連結範囲に含めております。 

  主要な連結子会社名は次の通りでありま 

す。 

（国内連結子会社） 

 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ

 近鉄航空配送株式会社 

 株式会社近鉄コスモス 

 株式会社近鉄エクスプレス販売  

 （在外連結子会社） 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (U.S.A.),INC. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (CANADA) INC. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (U.K.)LTD. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (DEUTSCHLAND)GmbH. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (BENELUX)B.V. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (HK)LTD. 

 KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS 

(S) PTE LTD. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (TAIWAN),INC. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS 

 (THAILAND)CO.,LTD. 

 BEIJING KINTETSU WORLD  

EXPRESS CO.,LTD. 

 KINTETSU WORLD EXPRESS  

(KOREA),INC. 

(新規）  

 当連結会計年度より会社設立により、

KINTETSU WORLD EXPRESS(CZECH) S.R.O. 

、KINTETSU WORLD EXPRESS(POLAND) SP. 

ZO.O. を新たに連結子会社としておりま

す。 

(除外）  

 前連結会計年度において株式会社近鉄

コスモスは、株式会社近鉄アルマックス

を、株式会社近鉄ロジスティクス・シス

テムズは、株式会社近鉄エクスプレス九

州、株式会社近鉄エクスプレス北海道及

び株式会社近鉄エコロジスティクスを吸

収合併いたしました。それぞれ連結子会

社であります。また、前連結会計年度に

おいて連結子会社であったKINTETSU 



  

  

  
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） 

    SOUTH ASIA DEVELOPMENT PTE LTD. は清

算いたしました。 

 連結子会社である株式会社近鉄エクス

プレス販売は、平成21年１月１日に連結

子会社である株式会社近鉄イー・サポー

ト及び株式会社近鉄ユーラシア・エクス

プレスを、吸収合併いたしました。また 

、KWE DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD. 

を平成21年１月５日に新規設立し、TKK 

LOGISTICS CO.,LTD. を平成21年１月８日

に株式取得いたしました。 

 従って、当連結会計年度末における連

結子会社は53社となっております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

  

持分法適用の関連会社の数：３社 

商船三井ロジスティクス株式会社 

株式会社グローバルエアカーゴサービス 

GFWインターナショナル株式会社 

(除外) 

 前連結会計年度において持分法適用会社

としておりましたロジスティクス・クオリ

ティー・レジスター・インク株式会社につ

いては、清算したことにより、当連結会計

年度において持分法適用範囲から除外して

おります。 

持分法適用の関連会社の数：４社 

商船三井ロジスティクス株式会社 

株式会社グローバルエアカーゴサービス 

GFWインターナショナル株式会社 

株式会社オールエクスプレス  

(新規) 

 当連結会計年度より株式会社オールエク

スプレスを新たに持分法適用会社としてお

ります。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は12月31

日であり、同日現在の決算財務諸表を使

用しておりますが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要

な調整を行なっております。 

 なお、KINTETSU LOGISTICS (XIAMEN) C 

O.,LTD．は平成19年４月26日から平成19

年12月31日(９ヶ月決算)、KINTETSU WO 

RLD EXPRESS (CLARK) INC．は平成19年10

月４日から平成19年12月31日(３ヶ月決

算)、となっております。 

 すべての連結子会社の決算日は12月31

日であり、同日現在の決算財務諸表を使

用しておりますが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要

な調整を行なっております。 

 なお、KINTETSU WORLD EXPRESS(CZECH) 

S.R.O. は平成20年９月24日から平成20年

12月31日(４ヶ月決算)、KINTETSU WORLD 

EXPRESS(POLAND) SP.ZO.O. は平成20年10

月10日から平成20年12月31日(３ヶ月決

算)、となっております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法、売却原価は総平均

法）によっております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 満期保有目的の債券 

      同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法によって

おります。 

時価のないもの 

同左 



  

  
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） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社について

は、建物は定額法、その他について

は定率法によっております。 

 ただし、これらの資産のうち平成

19年３月31日以前に取得したものは

改正前の法人税法に基づく方法、平

成19年４月1日以降に取得したものは

改正後の法人税法に基づく方法によ

っております。 

 また、在外連結子会社について

は、主として見積耐用年数に基づい

た定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物    13年～47年 

車両運搬具 ３年～６年 

器具備品  ３年～10年 

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であり

ます。 

(追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これによ

る損益に与える影響は軽微でありま

す。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

      同左 

  

    ─────── 

  

    ─────── 

  

  

  無形固定資産 

 定額法によっております。ただ

し、ソフトウェア(自社利用分)につ

いては、社内における利用可能期間

(主として５年)に基づく定額法によ

っております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



  

  
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） 

         ─────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

(3）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、当社及び国内連結子会社につ

いては、一般債権については貸倒実

績率による計算額を、貸倒懸念債権

及び破産更生債権等については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。また、在

外連結子会社については、一定の繰

入率により計上しているほか、債権

の回収可能性を検討して計上してお

ります。 

リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

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。   

(3）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社について

は、従業員に支給する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当連結会計

年度対応額を計上しております。 

 また、在外連結子会社についても

支給見込額のうち当連結会計年度対

応額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 役員賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社について

は、役員に支給する賞与に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年

度対応額を計上しております。 

 また、在外連結子会社についても

支給見込額のうち当連結会計年度対

応額を計上しております。 

ハ 役員賞与引当金 

同左 



  

  
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） 

  ニ 退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社につい

ては、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上し

ております。 

 会計基準変更時差異（3,788百万

円）は、15年による按分額を費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（13年）による按分

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

 過去勤務債務(67百万円)は、その

発生時の平均残存勤務期間以内の一

定年数(13年)による定額法により費

用処理しております。 

ニ 退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社につい

ては、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上し

ております。 

 会計基準変更時差異（3,788百万

円）は、15年による按分額を費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（13年）による按分

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

 過去勤務債務(83百万円)は、その

発生時の平均残存勤務期間以内の一

定年数(13年)による定額法により費

用処理しております。 

  (4）在外連結子会社の会計処理基準の差

異 

 在外連結子会社の財務諸表は、それ

ぞれの国において一般に公正妥当と認

められる会計処理基準に基づいて作成

しております。 

(4）在外連結子会社の会計処理基準の差

異 

     ─────── 

  

  (5）重要なリース取引の処理方法 

 当社及び国内連結子会社は、リース

物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 また、在外連結子会社はファイナン

ス・リース取引については、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

     ─────── 

  



  

  
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）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等の資産・

負債及び収益・費用は、在外連結子会

社等の決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、資産・負債に係る換算差

額は純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含め、収益・

費用に係る換算差額は損益として処理

しております。 

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

同左 

  (7）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

 為替予約については振当処理の要

件を満たしていることから振当処理

を採用しております。 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建債権債務 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ハ ヘッジ方針…一定の社内ルールに

従い、将来の為替変

動リスク回避のため

にヘッジを行ってお

ります。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (8）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(8）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項  

 のれん及び負ののれんの償却について

は、原則として20年間の均等償却を行っ

ております。  

 但し、金額が少額の場合は発生年度に

一括して償却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金及び要求払預金のほか取得日

より３ヵ月以内に満期日が到来する定期

預金であります。 

同左 



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） 

 ───────   

     

─────── 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。 

  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。  

（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を適用し

ております。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。 

  



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日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

＊１．関連会社の投資有価証券（株式）の金額は次のと

おりであります。 

1,296百万円 

＊１．関連会社の投資有価証券（株式）の金額は次のと

おりであります。 

    1,696百万円 

＊２．担保に供している資産 ＊２．担保に供している資産 

建物及び構築物 1,055百万円

土地 911百万円

投資有価証券 132百万円

計 2,099百万円

建物及び構築物 1,016百万円

土地 911百万円

投資有価証券 134百万円

計 2,062百万円

 上記物件について、一年以内に返済予定の長期借

入金110百万円、長期借入金101百万円の担保に供し

ております。 

 なお、投資有価証券132百万円は供託をしておりま

す。 

 上記物件について、一年以内に返済予定の長期借

入金58百万円、長期借入金43百万円の担保に供して

おります。 

 なお、投資有価証券134百万円は供託をしておりま

す。 

＊３．のれん及び負ののれんの表示  

 のれん701百万円、負ののれん410百万円を相殺し

た差額291百万円を無形固定資産の「のれん」に計上

しております。 

＊３．のれん及び負ののれんの表示  

 のれん652百万円、負ののれん381百万円を相殺し

た差額271百万円を無形固定資産の「のれん」に計上

しております。 

４．保証債務 

 連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に

対し、債務保証を行っております。 

４．            ──────── 

THE KEODIRELANG GROUP  

(PTY) LIMITED  

      160百万円

(ZAR 13,000,000)

  



（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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給与・手当 16,335百万円

賞与引当金繰入額 931百万円

退職給付費用 924百万円

貸倒引当金繰入額 52百万円

給与・手当 14,606百万円

賞与引当金繰入額 921百万円

退職給付費用 1,235百万円

貸倒引当金繰入額 199百万円

＊２．特別利益のうち固定資産売却益は次のとおりであ

ります。 

土地及び建物 82百万円

＊２．特別利益のうち固定資産売却益は次のとおりであ

ります。 

機械装置及び運搬具    6百万円

 ３．           ──────── ＊３．特別損失のうち固定資産除却損は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   12百万円

＊４．過年度損益修正益の内容は次のとおりでありま

す。 

 「過年度損益修正益」は、在外子会社において業務

システムの不具合により発生した営業原価の過大計上

を修正したことによるものです。 

＊４．前期損益修正益の内容は次のとおりであります。  

   「前期損益修正益」は、在外子会社において業務

システムの不具合により発生した営業原価の過大計

上を修正したことによるものです。 



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） 

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 

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

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

(注)１株当たり12円の普通配当に加え、１株当たり１円の創業60周年記念配当を実施いたします。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  36,000,000  －  －  36,000,000

合計  36,000,000  －  －  36,000,000

自己株式         

普通株式（注）  266  73  －  339

合計  266  73  －  339

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月20日 

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

平成19年11月９日 

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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月19日 

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



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 

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

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  36,000,000  －  －  36,000,000

合計  36,000,000  －  －  36,000,000

自己株式         

普通株式（注）  339  134  －  473

合計  339  134  －  473

  
（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20年６月19日 

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

平成20年11月７日 

取締役会 
普通株式  467  13 平成20年９月30日 平成20年12月20日

  
（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21年６月18日 

定時株主総会 
普通株式  503 利益剰余金  14 平成21年３月31日 平成21年６月19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） 

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 28,734百万円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 
△233百万円

現金及び現金同等物 28,500百万円

現金及び預金勘定 26,294百万円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 
△389百万円

現金及び現金同等物 25,904百万円

 ２．重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 

32百万円であります。 

 ２．重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 

467百万円であります。 



（リース取引関係）

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．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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 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、その内容は次のとおりであり

ます。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(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  257  208  49

有形固定資産・
その他（器具・
備品） 

 995  428  566

無形固定資産・
その他（ソフト
ウェア） 

 382  221  161

合計  1,635  858  776

  
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  253  230  22

有形固定資産・
その他（器具・
備品） 

 764  354  409

無形固定資産・
その他（ソフト
ウェア） 

 311  117  194

合計  1,329  702  626

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内       279百万円

１年超       515百万円

合計       795百万円

１年内         237百万円

１年超    404百万円

合計    641百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料       395百万円

減価償却費相当額       373百万円

支払利息相当額     17百万円

支払リース料     312百万円

減価償却費相当額    293百万円

支払利息相当額 18百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 (減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

１年内 3,784百万円

１年超  7,940百万円

合計 11,725百万円

 (減損損失について） 

同左 

１年内 2,999百万円

１年超 5,302百万円

合計 8,301百万円



前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

 １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

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

資有価証券評価損77百万円を計上しています。 

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

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

す。 

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上額

 (百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

(1）国債・地方債等  189  193  4

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  189  193  4

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  189  193  4

   種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

(1）株式  967  2,328  1,361

(2）債券                  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  967  2,328  1,361

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

(1）株式  380  255  △125

(2）債券                  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  380  255  △125

合計  1,347  2,583  1,235



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

４．時価評価されていない有価証券 

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 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 51  －  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

１.その他有価証券      

非上場株式  335

２.関連会社株式  1,296

  
１年以内
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

債券                        

 国債・地方債等  57  140  －  －

合計  57  140  －  －



当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

 １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

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

資有価証券評価損225百万円を計上しています。 

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

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

す。 

  種類 
連結貸借対照表計上額

 (百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

(1）国債・地方債等  317  323  6

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  317  323  6

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  317  323  6

   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  310  444  133

(2）債券                  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  310  444  133

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  2,889  2,037  △851

(2）債券                  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  2,889  2,037  △851

合計  3,199  2,481  △717



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

４．時価評価されていない有価証券 

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 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 1,017  641  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

１.その他有価証券      

非上場株式  676

２.関連会社株式  1,696

  
１年以内
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

債券                        

 国債・地方債等  182  140  －  －

合計  182  140  －  －



（デリバティブ取引関係）

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．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

為替予約取引を利用しております。 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 通常の外貨建営業取引に係る債権債務の残高の範

囲内で為替予約取引を利用することとしており、基

本的には１年を超える長期契約を行わず、また、投

機目的及びレバレッジ効果の高い取引は行わない方

針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 通常の外貨建営業取引に係る将来の為替レートの

変動リスクを回避する目的で包括的に為替予約取引

を行っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

重要なヘッジ会計の方法： 

為替予約については振当処理の要件を満たして

いることから振当処理を採用しております。 

  

ヘッジ手段とヘッジ対象： 

ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建債権債務 

  

ヘッジ方針：一定の社内ルールに従い、将来の為

替変動リスク回避のためにヘッジを

行っております。 

  

ヘッジ有効性評価の方法： 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。 

  

(4）取引に係るリスクの内容 

 利用している為替予約取引は、為替相場の変動に

よる市場リスクを有しております。 

 ただし、外貨建債権債務に係る為替相場の変動リ

スクをヘッジする目的で為替予約取引を利用してい

るため、市場リスクはほとんどないと判断しており

ます。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 為替予約取引につきましては、一定の社内ルール

に従い、主として海外精算担当部門が取引を実行

し、財務担当部門が予約償還額及び残高報告書を作

成、管理しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 為替予約取引のうち、期末に外貨建金銭債権債務

等に振り当てたことにより、当該外貨建金銭債権債

務等の換算を通じて財務諸表に計上されているもの

は、時価等の開示の対象に含まれておりません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

２．取引の時価等に関する事項 

 先物為替予約が付され、決済時における自国通貨額

が確定している外貨建金銭債権債務等は、連結貸借対

照表に当該自国通貨で表示しているため、該当事項は

ありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

同左 



（退職給付関係）

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．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度を設けております。また、従業員の退職等に際し

て、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付

債務の対象とされない早期退職者への早期退職者優遇

制度に基づく退職時加給金等を支払う場合がありま

す。一部の国内連結子会社につきましては、確定給付

型の制度として退職金制度を設けております。また、

一部の在外連結子会社は、確定給付型制度の他、確定

拠出型制度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けておりましたが、平成20年６月１日に新企業年金

制度へ移行し適格退職年金制度の全部について確定給付

企業年金へ移行しております。また、従業員の退職等に

際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給

付債務の対象とされない早期退職者への早期退職者優遇

制度に基づく退職時加給金等を支払う場合があります。

一部の国内連結子会社につきましては、確定給付型の制

度として退職金制度を設けております。また、一部の在

外連結子会社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度

を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在) ２．退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在) 

  (単位：百万円)

イ．退職給付債務 △18,943

ロ．年金資産 13,337

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △5,605

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 1,773

ホ．未認識過去勤務債務 34

ヘ．未認識数理計算上の差異 3,014

ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ

＋ニ＋ホ＋ヘ） 

△783

チ．前払年金費用 126

リ．退職給付引当金（ト－チ） △909

  (単位：百万円)

イ．退職給付債務 △17,198

ロ．年金資産 9,442

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △7,756

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 1,520

ホ．未認識過去勤務債務 44

ヘ．未認識数理計算上の差異 5,069

ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ

＋ニ＋ホ＋ヘ） 

△1,120

チ．前払年金費用 －

リ．退職給付引当金（ト－チ） △1,120

（注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

（注）         同左 



該当事項はありません。 

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） 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

  (単位：百万円)

イ．勤務費用 （注）２ 1,029

ロ．利息費用 352

ハ．期待運用収益 △592

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 252

ホ．過去勤務債務の費用処理額 5

ヘ．数理計算上の差異の費用処理額 121

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ

＋ヘ） 

1,168

  (単位：百万円)

イ．勤務費用 （注）２ 1,016

ロ．利息費用 403

ハ．期待運用収益 △522

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 252

ホ．過去勤務債務の費用処理額 6

ヘ．数理計算上の差異の費用処理額 345

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ

＋ヘ） 

1,501

（注）１．上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連

結子会社においては、退職時加給金及び確定

拠出型の退職給付費用等として216百万円を計

上しております。 

（注）１．上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連

結子会社においては、退職時加給金及び確定

拠出型の退職給付費用等として168百万円を計

上しております。 

２．適格退職年金に対する従業員拠出額を控除し

ております。簡便法を採用している連結子会

社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計

上しております。 

２．       同左 

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

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 4.0％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 13年

イ．退職給付見込額の期間配分方法 同左

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 4.0％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 13年

（発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数による

定額法により費用処理しております。） 

同左 

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

（発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数による

定額法により翌連結会計年度から費用処理しま

す。） 

同左 

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

（ストック・オプション等関係）



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (単位：百万円)

繰延税金資産     

繰越欠損金 636

賞与引当金 408

未払事業税等 142

貸倒引当金 124

退職給付引当金 222

未払退職慰労金 76

投資有価証券等評価額 40

その他 604

繰延税金資産小計 2,255

評価性引当額 △293

繰延税金資産合計 1,961

    

繰延税金負債     

減価償却費 △473

前払年金費用 △51

その他有価証券評価差額金 △502

在外子会社留保利益 △65

その他 △19

繰延税金負債合計 △1,112

繰延税金資産の純額 849

  (単位：百万円)

繰延税金資産     

繰越欠損金 442

賞与引当金 387

未払事業税等 95

退職給付引当金等 472

投資有価証券等評価額 177

その他有価証券評価差額金 292

その他 699

繰延税金資産小計 2,567

評価性引当額 △518

繰延税金資産合計 2,048

    

繰延税金負債     

減価償却費 △290

在外子会社留保利益 △46

その他 △29

繰延税金負債合計 △366

繰延税金資産の純額 1,682

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

 法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
2.35%

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△2.11%

子会社の法定実効税率との差異 △9.56%

受取配当金連結消去に伴う影響額 3.03%

その他   1.45%

税効果会計適用後の法人税等の負担率  35.85%

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
2.63%

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△2.50%

子会社の法定実効税率との差異 △16.49%

受取配当金連結消去に伴う影響額 7.61%

評価性引当額 2.82%

独占禁止法関連損失 7.61%

子会社株式売却に係る差異 3.87%

子会社への投資に係る連結修正 2.17%

その他 1.58%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.99%



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） 

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

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

おります。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

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

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

おります。 

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） 

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

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

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

ルグ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、

アフリカ諸国 

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

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

中近東諸国 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円）

欧州・アフ
リカ 
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

東南アジ
ア・中近東
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ．営業収入及び営業利益                                           

営業収入                                           

(1）外部顧客に対する営

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

(2）セグメント間の内部

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

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

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

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

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

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円）

欧州・アフ
リカ 
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

東南アジ
ア・中近東
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ．営業収入及び営業利益                                           

営業収入                                           

(1）外部顧客に対する営

業収入 
 113,155 33,912 23,517 70,341 19,403  260,330  － 260,330

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 1,095 3,591 801 849 382  6,720  △6,720 －

計  114,251 37,504 24,318 71,190 19,786  267,050  △6,720 260,330

営業費用  113,059 34,966 23,849 67,517 18,607  258,000  △6,695 251,305

営業利益  1,191 2,537 469 3,673 1,178  9,049  △24 9,025

Ⅱ．資産  57,526 11,697 10,660 24,658 8,011  112,554  △3,401 109,153



３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度5,409百万円、当連結会計年度

6,511百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）であります。 

４．会計方針の変更 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17

日）を適用しております。この変更に伴う営業利益に与える影響は軽微であります。 

  

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） 

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

２．区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

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

ルグ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、

アフリカ諸国 

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

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

中近東諸国 

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

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） 

 該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

ｃ．海外営業収入

  米州
欧州・
アフリカ 

東アジア・
オセアニア 

東南アジ
ア・中近東 

計

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

Ⅱ 連結営業収入（百万円）  －  －  －  －  292,333

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入に

占める割合（％） 
 12.0  9.0  27.5  8.5  57.0

  米州
欧州・
アフリカ 

東アジア・
オセアニア 

東南アジ
ア・中近東 

計

Ⅰ 海外営業収入（百万円）  33,917  23,526  70,343  19,405  147,192

Ⅱ 連結営業収入（百万円）  －  －  －  －  260,330

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入に

占める割合（％） 
 13.0  9.0  27.0  7.5  56.5

（関連当事者情報）



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

 該当事項はありません。 

（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（円）  1,819.18  1,670.18

１株当たり当期純利益（円）  254.47  96.62

   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  
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（百万円）  9,160  3,478

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

（うち利益処分による役員賞与） (－)  (－)  

普通株式に係る当期純利益（百万円）  9,160  3,478

期中平均株式数（株）  35,999,707  35,999,585

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 6,242 9,332

受取手形 35 45

営業未収入金 ※3  21,854 ※3  12,729

貯蔵品 0 －

前払費用 156 164

繰延税金資産 400 353

従業員に対する短期貸付金 8 11

関係会社短期貸付金 810 626

その他 ※3  767 ※3  717

貸倒引当金 △55 △56

流動資産合計 30,221 23,922

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,235 18,257

減価償却累計額 △6,622 △7,174

建物（純額） ※1  11,613 ※1  11,082

構築物 2,713 2,713

減価償却累計額 △948 △1,051

構築物（純額） 1,764 1,662

車両運搬具 399 406

減価償却累計額 △339 △351

車両運搬具（純額） 59 55

工具、器具及び備品 2,034 2,084

減価償却累計額 △1,462 △1,652

工具、器具及び備品（純額） 572 431

土地 ※1  8,558 ※1  8,653

リース資産 － 160

減価償却累計額 － △19

リース資産（純額） － 141

建設仮勘定 104 814

有形固定資産合計 22,672 22,841

無形固定資産   

ソフトウエア 896 847

施設利用権 4 3

ソフトウエア仮勘定 21 119

無形固定資産合計 921 970

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,186 ※2  2,748

関係会社株式 9,530 8,288

出資金 4 0

従業員に対する長期貸付金 53 47

関係会社長期貸付金 111 840

破産更生債権等 48 52

長期前払費用 1 1

敷金及び保証金 1,386 1,408

繰延税金資産 － 564



（単位：百万円）

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) 

その他 421 207

貸倒引当金 △204 △89

投資その他の資産合計 13,540 14,070

固定資産合計 37,134 37,882

資産合計 67,355 61,804

負債の部   

流動負債   

営業未払金 ※3  10,325 ※3  5,430

短期借入金 7,150 9,200

1年内返済予定の長期借入金 ※1  3,614 ※1  800

リース債務 － 30

未払金 ※3  1,257 ※3  2,541

未払費用 337 337

未払法人税等 988 372

預り金 1,217 417

賞与引当金 589 602

役員賞与引当金 15 －

流動負債合計 25,494 19,732

固定負債   

長期借入金 ※1  2,489 ※1  4,286

リース債務 － 111

繰延税金負債 255 －

退職給付引当金 － 368

その他 171 155

固定負債合計 2,916 4,922

負債合計 28,411 24,654

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,216 7,216

資本剰余金   

資本準備金 4,867 4,867

資本剰余金合計 4,867 4,867

利益剰余金   

利益準備金 791 791

その他利益剰余金   

別途積立金 20,750 22,750

繰越利益剰余金 4,588 1,952

利益剰余金合計 26,129 25,493

自己株式 △0 △1

株主資本合計 38,211 37,575

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 732 △425

評価・換算差額等合計 732 △425

純資産合計 38,944 37,149

負債純資産合計 67,355 61,804



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業収入 102,230 89,827

営業原価 81,946 73,388

営業総利益 20,283 16,438

販売費及び一般管理費   

役員報酬 419 363

給料及び手当 7,746 7,177

退職金 － 32

賞与引当金繰入額 433 436

退職給付費用 592 829

福利厚生費 1,085 1,004

賃借料 725 744

電算機維持費 1,814 1,714

旅費及び交通費 598 497

調査宣伝費 341 356

貸倒引当金繰入額 4 －

諸税公課 333 344

減価償却費 588 587

その他 2,385 2,245

販売費及び一般管理費合計 17,069 16,332

営業利益 3,213 106

営業外収益   

受取利息 53 53

受取配当金 ※  1,471 ※  2,560

為替差益 516 288

雑収入 28 10

営業外収益合計 2,069 2,912

営業外費用   

支払利息 186 199

雑支出 － 2

営業外費用合計 186 202

経常利益 5,095 2,816

特別利益   

関係会社株式売却益 － 1,322

貸倒引当金戻入額 － 105

投資有価証券売却益 － 79

その他 － 4

特別利益合計 － 1,512

特別損失   

独占禁止法関連損失 － 1,494

関係会社株式評価損 － 915

投資有価証券評価損 77 225

貸倒引当金繰入額 － 51

ゴルフ会員権評価損 － 40

その他 － 28

特別損失合計 77 2,756

税引前当期純利益 5,018 1,572



（単位：百万円）

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) 

法人税、住民税及び事業税 1,687 1,250

法人税等調整額 163 22

法人税等合計 1,850 1,272

当期純利益 3,168 300



営業原価明細書

    
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（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 直接原価                          

１．運賃原価    47,472        38,838      

２．通関原価    373        326      

３．運送原価    11,654        11,057      

４．保管流通加工原価    14,427        15,169      

５．その他直接原価    132        109      

直接原価計    74,059  90.4  65,500  89.3

Ⅱ 人件費計    4,823  5.9  4,650  6.3

（うち賞与引当金繰入
額）    (155)        (165)      

（うち退職給付費用）    (240)        (298)      

Ⅲ 経費                          

１．賃借料    746        937      

２．事務所維持費    856        925      

３．電算機維持費    104        96      

４．消耗品費    186        163      

５．減価償却費    703        694      

６．その他経費    466        419      

経費計    3,062  3.7  3,236  4.4

営業原価計    81,946  100.0  73,388  100.0

          



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 7,216 7,216

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,216 7,216

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,867 4,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,867 4,867

資本剰余金合計   

前期末残高 4,867 4,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,867 4,867

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 791 791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 791 791

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 18,750 20,750

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 2,000

当期変動額合計 2,000 2,000

当期末残高 20,750 22,750

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,247 4,588

当期変動額   

別途積立金の積立 △2,000 △2,000

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 3,168 300

当期変動額合計 340 △2,635

当期末残高 4,588 1,952

利益剰余金合計   

前期末残高 23,788 26,129

当期変動額   

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 3,168 300

当期変動額合計 2,340 △635

当期末残高 26,129 25,493



（単位：百万円）

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 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △1

株主資本合計   

前期末残高 35,871 38,211

当期変動額   

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 3,168 300

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,340 △636

当期末残高 38,211 37,575

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,030 732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 △1,158

当期変動額合計 △297 △1,158

当期末残高 732 △425

純資産合計   

前期末残高 36,901 38,944

当期変動額   

剰余金の配当 △827 △935

当期純利益 3,168 300

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 △1,158

当期変動額合計 2,042 △1,794

当期末残高 38,944 37,149



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



重要な会計方針

  
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） 

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（定額法） 

満期保有目的の債券 

        同左 

  子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法による原価法によっており

ます。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産直

入法、売却原価は総平均法）によっ

ております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 

 先入先出法による原価法によってお

ります。 

           ──────── 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物は定額法、その他については定

率法によっております。 

  ただし、これらの資産のうち平成19

年３月31日以前に取得したものは改正

前の法人税法に基づく方法、平成19年

４月1日以降に取得したものは改正後の

法人税法に基づく方法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    13年～47年 

車両運搬具  4年～ 6年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

       同左 

  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

    ──────── 

  

  (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

    ──────── 

  



  
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） 

  (2）無形固定資産 

定額法によっております。ただし、

ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(3）    ──────── 

  

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

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．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、事業年度末日

の直物為替相場により円貨に換算し、為

替差額は損益として処理しております。 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度対応

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度対応額を計

上しております。 

(3）役員賞与引当金 

               同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

  会計基準変更時差異(3,628百万円)

は、15年による按分額を費用処理して

おります。 

  数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(13年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度より費用処理しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

  会計基準変更時差異(3,628百万円)

は、15年による按分額を費用処理して

おります。 

  数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(13年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度より費用処理しておりま

す。 



  
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） 

    過去勤務債務(67百万円)は、その発生

時の平均残存勤務期間以内の一定年数

（13年）による定額法により費用処理し

ております。 

  過去勤務債務(82百万円)は、その発生

時の平均残存勤務期間以内の一定年数

（13年）による定額法により費用処理し

ております。 

    なお、当事業年度末においては、退職

給付債務から未認識数理計算上の差異を

控除した金額を年金資産が超過する状態

のため、当該超過額を前払年金費用に計

上し、投資その他の資産「その他の投

資」に含めて表示しております 

  

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

──────── 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約については振当処理の要件

を満たしていることから振当処理を採

用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約取引 

ヘッジ対象……外貨建債権債務 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針……一定の社内ルールに

従い、将来の為替変

動リスク回避のため

にヘッジを行ってお

ります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更

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） 

──────── 

  

（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、当事業年度より「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を適用し

ております。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

＊１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

＊１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

建物 1,055百万円

土地 911百万円

計 1,967百万円

建物 1,016百万円

土地 911百万円

計 1,928百万円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

長期借入金 211百万円

(１年内返済予定を含む)  

長期借入金 101百万円

(１年内返済予定を含む)  

＊２．貸付有価証券 

 投資有価証券には、貸付有価証券132百万円が含ま

れております。 

＊２．貸付有価証券 

 投資有価証券には、貸付有価証券134百万円が含ま

れております。 

＊３．関係会社に対する主な資産・負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

＊３．関係会社に対する主な資産・負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

営業未収金 3,293百万円

立替金(流動資産「その他」) 456百万円

未収収益(流動資産「その他」) 1百万円

営業未払金 4,603百万円

未払金 668百万円

営業未収金 2,013百万円

立替金(流動資産「その他」) 317百万円

未収収益(流動資産「その他」) 6百万円

営業未払金 2,706百万円

未払金 627百万円

 ４．保証債務 

 下記の会社の借入金及び仕入先よりの債務に対し

て次のとおり保証を行っております。 

 ４．保証債務 

 下記の会社の借入金及び仕入先よりの債務に対し

て次のとおり保証を行っております。 

  

KINTETSU WORLD EXPRESS  
(CANADA) INC. 

643百万円
(CA$6,564,901) 

KINTETSU GLOBAL I.T., INC. 
481百万円

(US$4,808,000) 

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

405百万円
(US$4,044,000) 

KINTETSU WORLD EXPRESS  
(U.K.) LTD. 

253百万円
(GBP1,266,956) 

KINTETSU WORLD EXPRESS  
SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 

160百万円
(ZAR13,000,000) 

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

127百万円
(EUR803,039) 

PT KINTETSU WORLD EXPRESS 
INDONESIA 

85百万円
(USD850,000) 

その他3社 146百万円

計 2,303百万円

KINTETSU WORLD EXPRESS  
(CANADA) INC. 

657百万円
(CA$8,425,931.34)

KINTETSU WORLD EXPRESS
(DEUTSCHLAND), GmbH. 
  

637百万円
(EUR4,912,748.85)

KINTETSU WORLD EXPRESS  
(BENELUX) B.V. 

504百万円
(EUR3,884,603.32) 

KINTETSU WORLD EXPRESS  
SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 

373百万円
(ZAR36,757,023.27) 

KINTETSU GLOBAL I.T., INC. 
341百万円

(US$3,472,000.00) 

KINTETSU WORLD EXPRESS  
(U.K.) LTD. 

329百万円
(GBP2,345,000.00) 

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

306百万円
(EUR2,364,104.68) 

その他14社 847百万円

計 3,997百万円



前事業年度（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 

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

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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

（損益計算書関係）

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） 

＊  関係会社に係る注記 

 各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

＊ 関係会社に係る注記 

 各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

受取配当金       1,441百万円 受取配当金       2,513百万円

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  266  73  －  339

合計  266  73  －  339

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  339  134  －  473

合計  339  134  －  473



（リース取引関係）

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） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 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、その内容は次のとおりであり

ます。  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価額

相当額 

（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高

相当額 

（百万円）

機械・装置  4  4  0

車両運搬具  6  0  5

器具・備品  995  428  566

ソフトウェア  382  221  161

合計  1,388  655  733

  

取得価額

相当額 

（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高

相当額 

（百万円）

車両運搬具  6  2  4

器具・備品  764  354  409

ソフトウェア  311  117  194

合計  1,082  474  607

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内    250百万円

１年超    493百万円

合計    743百万円

１年内       214百万円

１年超       404百万円

合計       618百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料    364百万円

減価償却費相当額    348百万円

支払利息相当額   14百万円

支払リース料       282百万円

減価償却費相当額       269百万円

支払利息相当額     16百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

 (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 (減損損失について) 

同左 



 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

   (単位：百万円)

繰延税金資産     

賞与引当金 273

未払事業税等 107

貸倒引当金 99

未払退職慰労金 69

有価証券等評価損 104

電話加入権評価損 28

その他 15

繰延税金資産合計 699

繰延税金負債     

前払年金費用 △51

有価証券評価差額金 △502

繰延税金負債合計 △554

繰延税金資産の純額 144

   (単位：百万円)

繰延税金資産     

賞与引当金 277

未払事業税等 75

貸倒引当金 59

退職給付引当金等 213

有価証券等評価損 550

電話加入権評価損 28

有価証券評価差額金   292

その他 15

繰延税金資産合計 1,511

評価性引当金   △594

繰延税金資産の純額   917

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.19%

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.36%

 住民税均等割等 1.12%

 外国税額控除 △4.60%

その他 △0.22%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.82%

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.45%

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△13.56%

 住民税均等割等 3.62%

 外国税額控除 △27.16%

 独占禁止法関連損失 38.68%

 評価性引当金 37.78%

その他 △1.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 80.90%



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

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
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） 

１株当たり純資産額（円）  1,081.81  1,031.96

１株当たり当期純利益（円）  88.02  8.34

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  
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） 

当期純利益（百万円）  3,168  300

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）  3,168  300

期中平均株式数（株）  35,999,707  35,999,585

（重要な後発事象）



(1）代表取締役の異動 

 ①新任代表取締役候補 

 代表取締役社長  石崎 哲 （現 専務取締役） 

 ②退任予定代表取締役 

 代表取締役社長  辻本 博圭 （相談役 就任予定） 

 代表取締役副社長 松田 芳昭 （顧問  就任予定） 

  

(2）その他の役員の異動 

 ①新任取締役候補 

 取締役    稲村 寿通 （現 執行役員東アジア・オセアニア本部副本部長） 

 取締役    番場 隆  （現 執行役員米州本部副本部長） 

 ②退任予定取締役 

 専務取締役  田中 洋一 （近鉄航空配送株式会社     取締役会長 就任予定） 

 専務取締役  下村 丈夫 （株式会社近鉄エクスプレス販売 取締役会長 就任予定）  

 ③昇任取締役候補 

 取締役副社長 片岡 清  （現 専務取締役） 

 専務取締役  服部 雅一 （現 常務取締役） 

 専務取締役  上野 裕彦 （現 常務取締役） 

 専務取締役  上田 健次 （現 取締役） 

 専務取締役  富山 譲治 （現 取締役） 

 常務取締役  中田 晴人 （現 取締役） 

 常務取締役  星合 弘之 （現 取締役）   

 ④新執行役員候補 

 執行役員ロジスティクス営業部長  三橋 義信 （現 ロジスティクス営業部長）  

 執行役員海上営業部長       保里 康夫 （現 海上営業部長）  

 ⑤退任予定執行役員 

 執行役員関西事務所部長      中井 信一 （関西事務所部長 就任予定）    

  

(3）就任予定日 

 平成21年６月18日 

  

６．役員の異動
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