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1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30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）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 10,104 △43.2 1,117 △76.8 968 △79.4 179 △77.8
20年11月期 17,793 19.4 4,813 86.6 4,700 84.4 807 △41.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年11月期 11.24 ― 1.1 2.3 11.1
20年11月期 46.49 ― 4.8 11.7 27.1
（参考） 持分法投資損益 21年11月期  43百万円 20年11月期  △4百万円

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11月期 40,703 16,133 39.6 1,010.95
20年11月期 42,092 16,447 39.1 1,030.53
（参考） 自己資本   21年11月期  16,133百万円 20年11月期  16,447百万円

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11月期 1,030 △1,228 △641 3,545
20年11月期 4,831 △7,857 4,960 4,365

2.  配当の状況 

（注）当社は平成22年2月25日開催予定の第89回定時株主総会にて「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期末日を現行の11月30日
から3月31日に変更することを予定しております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年11月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 363 47.3 2.2
21年11月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 319 177.9 2.0
22年3月期 

（予想）
― ― ― 6.00 6.00 136.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年12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）

（注）22年3月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については4か月間（平成21年12月1日～平成22年3月31日）の予想数値を記載しておりま
す。このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 
 なお参考資料といたしまして、決算期変更後の事業年度（平成23年3月期）の第2四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22年9月30日）の業績予
想を3ページ「連結業績予想について」に掲載しておりますのでご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,700 ― 84 ― 77 ― 76 ― 4.76
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、45ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 イヌイ運送株式会社 ）

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11月期 18,200,000株 20年11月期 18,200,000株
② 期末自己株式数 21年11月期  2,241,221株 20年11月期  2,239,457株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 7,434 △33.7 1,214 △73.7 1,021 △77.5 443 △70.2
20年11月期 11,212 40.4 4,625 113.2 4,545 107.5 1,488 19.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 27.76 ―
20年11月期 85.74 ―

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11月期 40,427 16,022 39.6 1,004.01
20年11月期 40,553 16,019 39.5 1,003.71
（参考） 自己資本 21年11月期  16,022百万円 20年11月期  16,019百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項は、4ページの「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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連結業績予想について 

 

当社は、決算期を 11 月期から３月期に変更することを予定しておりますことから、決算期変更の経過期間とな

る次期（平成 22 年３月期）の見通しについては、４か月の変則決算期間（平成 21 年 12 月１日～平成 22 年３月

31 日）の連結業績の予想数値を記載しております。（詳細は１ページ「３．平成 22 年３月期の連結業績予想（平

成 21 年 12 月１日～平成 22 年３月 31 日）」をご覧ください。） 

 

 このため、参考資料といたしまして決算期変更後の事業年度（平成 23 年３月期）の第２四半期連結累計期間（平

成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日）の業績予想を以下に掲載しております。 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 4,110 － 366 － 243 － 128 － 8.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－3－



(1） 経営成績に関する分析 

営業普通倉庫における保管残高は若干減少傾向にありますが、入出庫高は前年同月比で下回っております。また東 

京23区の不動産賃貸業界におきましては居住用物件の成約数が減少傾向にあり、当社グループを取り巻く事業環境は

依然として厳しい状況にあります。 

このような状況下、当連結会計年度における当社グループの営業収益は10,104百万円で前期比7,688百万円

（43.2%）減となりました。利益面では営業利益が1,117百万円で前期比3,696百万円（76.8%）減となり、経常利益は

968百万円で前期比3,732百万円（79.4%）減となりました。前期は不動産投資戦略の一環として持分法適用関連会社が

信託受益権を所有するオフィスビルの売却を行ったため、前期と比べて当期の営業収益、営業利益、経常利益が大幅

に減少することとなっております。また、営業収益の減少については下記のとおり引越部門において戦略的な資本提

携を行ったことも要因となっております。当期純利益は、繰延税金資産の取崩しを行ったこと等により、179百万円で

前期比627百万円（77.8%）減となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 物流事業 

倉庫事業において、景気低迷による荷動きの減少の影響を受けました。トランクルーム事業においては、競争激化 

により単価が下落傾向にあるものの保管箱数は着実に増加しております。また、引越部門の成長を志向しセンコー株

式会社と戦略的な資本提携を行ったことにより、引越部門が当第2四半期以降に連結対象外となったため、連結上の営

業収益は大幅に減少することとなりました。営業収益は3,738百万円で前年同期比40.3%の減収となり、営業利益は前

年同期比で384百万円減少し△275百万円となりました。 

② 不動産事業 

営業収益は4,239百万円で前年同期比46.5%の減収、営業利益は2,171百万円で前年同期比61.3%の減益となりまし 

た。業績の大幅な低下は、上記のとおり前期に不動産売却を行ったことによるものですが、主力賃貸物件からの賃料

収入も若干低下しております。 

③ システム開発関連事業 

当社グループにおける事業領域の見直しに伴い、当事業年度中に軽作業請負事業の事業譲渡を行いました。その結 

果、営業収益は1,681百万円で前年同期比37.1%の減収、営業利益は16百万円で前年同期比82.6%の減益となりました。

④ その他の事業 

老朽化等による施設の閉鎖を行ったことにより、当社グループにおけるボウリング場は前期首の7店舗から当期末の

2店舗に減少しており、「レジャー事業」は当社グループにおける重要性が薄れたため、「その他の事業」としており

ます。 

 営業収益は446百万円で前年同期比52.6%の減収となりました。また営業利益は前年同期比で21百万円減少し△15百

万円となりました。 

  

次期の見通し 

物流セグメントにおける倉庫事業、トランクルーム事業については営業組織の強化を行い、既存顧客のニーズの掘 

り起こしならびに新規顧客の獲得といった営業施策を遂行してまいります。また物流不動産事業においては、「神戸

みなと倉庫」やアイランドシティ計画（福岡市／仮称）の推進を行い、事業の確立に向け重点的に取り組んでまいり

ます。一方、不動産事業においてはマーケット動向への柔軟な対応を行い、収益力の強化を目指します。 

この結果、次期の業績予想につきましては、営業収益2,700百万円、営業利益84百万円、経常利益77百万円、当期純

利益76百万円を見込んでいます。 

なお、当社は、決算期を11月期から３月期に変更することを予定しております。このため決算期変更の経過期間と 

なる次期（平成22年３月期）の見通しについては、４か月の変則決算期間（平成21年12月１日～平成22年３月31日） 

の連結予想数値としております。このため、対前期増減金額については記載しておりません。また、個別業績予想に

つきましては、投資情報としての重要性が大きくないと判断し、次期より記載を省略しております。  

  

(2） 財政状態に関する分析 

1）資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は、固定資産等の取得があったものの、関係会社貸付金や繰延税金資産等の減少 

により前期末に比べ1,388百万円減少し、40,703百万円となりました。  

当連結会計年度末の負債は、借入金や引当金等の減少により前期末と比べ1,074百万円減少し、24,570百万円

となりました。 

当連結会計年度末の純資産は、保有株式の株価下落等によるその他有価証券評価差額金の減少により前期末 

と比べ314百万円減少し16,133百万円となりました。 

１．経営成績
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2）キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,030百万円の増

加、投資活動によるキャッシュ・フローが1,228百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが641百万 

円の減少となりました。 

この結果、前期末に比べ819百万円減少し、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は3,545百万円となりま 

した。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動の結果として得られた資金は、税金等調整前当期純利益、減価償却費等 

により1,030百万円で前期比3,801百万円の減少となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動の結果として使用した資金は、固定資産の取得による支出等があったも 

のの、関係会社からの貸付金の回収による収入等があったため1,228百万円で前期比6,628百万円の減少とな 

りました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー  

当連結会計年度における財務活動の結果として使用した資金は、主として借入金の返済により641百万円で

前期比5,601百万円の増加となりました。 

  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式ベースにより算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．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すべての 

負債を対象としております。  

   

(3） 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様への還元を経営の 重要課題の一つと考えており、これまで安定配当に重点をおいた配当政策 

を行ってまいりました。当連結会計年度においては繰延税金資産の取崩しを行ったことを主因として当期純利益が大 

幅に減少いたしましたが、配当につきましては前期より２円減配の年間20円（内中間配当金10円）とさせていただく 

予定であります。  

   

(4） 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは次のようなものがあります。  

1）経営環境の変化について 

当社グループの主たる事業は、倉庫業を中核とする物流事業とマンションの賃貸を中心とする不動産事業で 

すが、ともに公共性の高い業種でもあり、計画的な設備投資や多様化する顧客ニーズに的確に応えられる企業 

体質を目指すことにより投資の効率化と収益の向上に努めておりますが、物流事業は、顧客の物流合理化や競 

争激化による影響等、不動産事業は、賃貸物件の需要バランスや市況動向等により、当社グループの業績に影 

響を与える可能性があります。  

2）自然災害等について 

当社グループは資産価値維持のための調査、対策検討を定期的に行っておりますが、主要な資産が首都圏に 

集中しており、大規模な地震等の災害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があり 

ます。 

また、必要に応じて対策会議を開催する等の対応を行っておりますが、新型インフルエンザ等の感染症に多 

  H18.11 H19.11 H20.11  H21.11 

自己資本比率（％） 45.8 45.1 39.1 39.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 68.9  68.0  20.1  21.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  4.6  7.3  4.5  20.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 17.3  11.0  18.2  3.4 
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数の役職員が感染した場合、会社機能が麻痺することにより当社グループの業績に影響を与える可能性があり 

ます。 

3）資産価格の変動に関するリスク 

当社グループが保有する資産（土地、建物、投資有価証券等）について、経営環境等の動向により資産価値 

が著しく変動した場合、当該資産の売却等に伴う実現損益及び固定資産の減損会計に基づく会計処理等が、当 

社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

4）各種規制・基準等の変更に関するリスク 

当社グループは現時点における各種規制・基準等の下、事業を展開しております。従って、これら規制・基 

準等の変更ならびにそれらによって発生する事態が当社グループの業績及び経営指標等に影響を及ぼす可能性 

があります。 

5）金利上昇によるリスク 

当社グループは物流事業及び不動産事業を中核としており、共に中長期視点から計画的に設備投資を実施す 

る事が求められます。必要な設備資金及び運転資金は、主に外部借入による安定的な資金調達のため固定金利 

を中心とし、また近年は不動産証券化手法も取り入れております。但し、変動金利にて調達している資金につ 

いては金利上昇により当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

6）共同事業者に関するリスク 

様々な事業にて共同事業者を含む事業協力者と共に事業の遂行にあたっておりますが、事業協力者の個別の 

事由で事業遂行に支障を来たす場合には、当社グループの事業にも影響を及ぼす可能性があります。 

7）個人情報漏洩等に関するリスク 

当社グループは全ての事業において個人情報を取り扱っております。当社グループでは個人情報保護方針及 

び関連諸規程を制定し、全ての役職員が教育等を通じてこれらを遵守することにより、個人情報の漏洩の予防 

に努めております。しかしながら、万一個人情報の流出により問題が発生した場合には当社グループの事業及 

び業績に影響を及ぼす可能性があります。  
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当社の企業集団は、当社と子会社５社及び関連会社５社で構成され、その業務は物流事業、不動産事業、システム

開発関連事業、その他の事業を展開しております。 

当社は子会社５社を連結決算上の対象子会社とし、関連会社４社を持分法適用会社としております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（１）物流事業・・・・・・・・・・ （倉庫事業） 

顧客のために物品を倉庫に保管し、その対価として保管料等を収受する事業であ

ります。普通倉庫業のほかに保税蔵置場の許可をうけ関税未納輸出入貨物の保管

業務を行っています。また、主に庫内作業を行っているのがイヌイ倉庫オペレー

ションズ㈱であります。 

(トランクルーム事業） 

国土交通省の認定を受け文書箱や什器等を倉庫に保管し、その対価として保管料

等を収受する事業であります。 

(物流不動産事業） 

物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他これに付随する事業であ

り、主にこれを行っているのがイヌイ倉庫開発(同)であります。 

(貨物運送事業） 

当社倉庫他の寄託貨物を運送する事業であります。また、主として当社倉庫の受

寄物の自動車運送に係る業務や引越業務を行っているのが、持分法適用関連会社

のイヌイ運送㈱であります。なお、イヌイ運送㈱、㈱丸専、㈱イヌイ・エスアン

ドエスおよび運送物流リース㈱の４社は、平成20年12月１日付でイヌイ運送㈱を

存続会社として合併をいたしており、またイヌイ運送㈱は平成21年４月１日付で

当社が保有する株式の51%を譲渡したため、当第２四半期より持分法適用関連会

社となっております。 

（２）不動産事業・・・・・・・・・ 自らが所有する住宅及び事務所等を賃貸する施設賃貸業を行っております。ま

た、勝どきエリアを中心に賃貸、売買の仲介業を行っているのがプラザサービス

㈱であります。 

（３）システム開発関連事業・・・・ ソフト開発・システム構築を営んでいるのが、㈱イヌイシステムズであります。

（４）その他の事業・・・・・・・・ ボウリング場の運営を行っているのが、㈱東京エースボウルであります。 

２．企業集団の状況
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[事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。  

※１．持分法適用会社であります。 

※２．持分法非適用会社であります。 

※３．当第２四半期連結会計期間より、当社連結子会社であったイヌイ運送㈱は平成21年４月１日付で当社保有株式の

うち51％を譲渡したため、持分法適用会社となっております。 

※４．平成21年４月１日付で旧イヌイ建物㈱はイヌイ倉庫㈱へ、旧イヌイ倉庫㈱はイヌイ倉庫オペレーションズ㈱へそ

れぞれ会社名を変更しております。 

※５．従来、事業の種類別セグメントは「物流事業」、「不動産事業」、「レジャー事業」、「システム開発関連事

業」の４区分としておりましたが、当第２四半期連結会計期間より、「レジャー事業」は一部のボウリング場等

の閉鎖に伴い、当社グループにおける重要性が薄れたため、「その他の事業」としております。 

  

－8－

イヌイ倉庫㈱　（9308）　平成21年11月期　決算短信



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、経営に対する基本的な考えをより明確にするため平成19年７月１日付にて経営理念を「信用を

基に社会に貢献する成長企業たれ」と制定いたしました。これからを改革・成長の期間と定め、永年に渡り築き上

げた信用を礎に会社に貢献する企業であり続けたいと考えております。 

  

(2）会社の対処すべき課題、中期的な経営戦略及び目標とする経営指標 

当社グループの主要な経営資源は80有余年の「倉庫業」と不動産事業の舞台である「勝どき」との認識から、中

長期的な方向性として次の２点を掲げております。  

・ 多様な物流ニーズに応える倉庫業を展開する  

・ 都心のレジデンスゾーン勝どきを創る  

この方向性に基づく全ての諸施策が課題であり経営戦略であります。また、これらの遂行により企業グループと

して成長することを目標としております。  

  

  

  

  

  

  

  

  

３．経営方針
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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11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,365 3,545

受取手形及び営業未収金 1,030 502

有価証券 30 －

たな卸資産 11 －

繰延税金資産 81 1

関係会社短期貸付金 6,000 －

その他 233 526

貸倒引当金 △5 △0

流動資産合計 11,746 4,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,554 28,853

減価償却累計額 △18,256 △15,690

建物及び構築物（純額） ※2, ※3  13,297 ※2, ※3  13,162

機械装置及び運搬具 1,468 479

減価償却累計額 △1,343 △412

機械装置及び運搬具（純額） ※3  124 ※3  67

工具、器具及び備品 1,193 825

減価償却累計額 △898 △528

工具、器具及び備品（純額） ※3  294 ※3  297

土地 ※2  3,385 ※2  2,657

信託建物及び信託構築物 － 6,469

減価償却累計額 － △94

信託建物及び信託構築物（純額） － ※2  6,375

信託土地 3,935 ※2  3,935

建設仮勘定 2,222 －

有形固定資産合計 23,260 26,496

無形固定資産   

借地権 41 41

その他 280 210

無形固定資産合計 321 251

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  5,170 ※1, ※2  8,605

長期貸付金 23 9

繰延税金資産 737 17

その他 833 749

貸倒引当金 △0 △2

投資その他の資産合計 6,763 9,379

固定資産合計 30,346 36,127

資産合計 42,092 40,703
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 535 386

短期借入金 10,310 ※2  6,342

1年内返済予定の長期借入金 ※2  6,794 ※2  1,420

未払費用 677 370

未払法人税等 ※4  189 ※4  39

繰延税金負債 0 6

役員賞与引当金 50 －

固定資産撤去費用引当金 204 34

その他 886 1,186

流動負債合計 19,649 9,788

固定負債   

長期借入金 ※2  1,350 ※2  10,133

繰延税金負債 76 172

退職給付引当金 153 3

役員退職慰労引当金 158 －

受入保証金 4,130 4,249

その他 126 223

固定負債合計 5,995 14,782

負債合計 25,644 24,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,767 2,767

資本剰余金 2,698 2,699

利益剰余金 11,781 11,606

自己株式 △1,217 △1,218

株主資本合計 16,029 15,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 417 277

評価・換算差額等合計 417 277

純資産合計 16,447 16,133

負債純資産合計 42,092 40,703
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（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12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業収益 17,793 10,104

営業原価 11,462 7,981

営業総利益 6,330 2,123

販売費及び一般管理費 ※1  1,516 ※1  1,006

営業利益 4,813 1,117

営業外収益   

受取利息 73 35

受取配当金 94 79

持分法による投資利益 － 92

その他 41 23

営業外収益合計 209 231

営業外費用   

支払利息 275 330

デリバティブ評価損 32 －

その他 14 49

営業外費用合計 322 380

経常利益 4,700 968

特別利益   

固定資産売却益 ※2  3 ※2  567

投資有価証券売却益 0 17

関係会社株式売却益 － 186

貸倒引当金戻入額 0 3

保険解約返戻金 0 52

その他 － 44

特別利益合計 4 871

特別損失   

減損損失 ※5  878 6

固定資産売却損 ※4  1,202 ※4  4

固定資産除却損 ※3  141 ※3  16

投資有価証券評価損 298 173

固定資産臨時償却費 105 －

移転補償金 58 30

固定資産撤去費用引当金繰入額 204 －

その他 85 42

特別損失合計 2,974 273

税金等調整前当期純利益 1,730 1,566

法人税、住民税及び事業税 1,298 341

法人税等調整額 △400 1,046

法人税等合計 897 1,387

少数株主利益 25 －

当期純利益 807 179
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（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12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,767 2,767

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,767 2,767

資本剰余金   

前期末残高 2,239 2,698

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

株式交換による自己株式の処分 459 －

自己株式処分差損益 － 0

当期変動額合計 458 0

当期末残高 2,698 2,699

利益剰余金   

前期末残高 11,320 11,781

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

連結範囲の変動 △0 －

非連結子会社の合併に伴う利益剰余金の減
少

－ △3

持分法の適用範囲の変動 △1 －

当期純利益 807 179

当期変動額合計 461 △174

当期末残高 11,781 11,606

自己株式   

前期末残高 △399 △1,217

当期変動額   

自己株式の取得 △1,031 △0

自己株式の処分 0 －

株式交換による自己株式の処分 213 －

当期変動額合計 △817 △0

当期末残高 △1,217 △1,218

株主資本合計   

前期末残高 15,927 16,029

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

連結範囲の変動 △0 －

非連結子会社の合併に伴う利益剰余金の減
少

－ △3

持分法の適用範囲の変動 △1 －

当期純利益 807 179

自己株式の取得 △1,031 △0

自己株式の処分 △0 －

株式交換による自己株式の処分 673 －

自己株式処分差損益 － 0

当期変動額合計 102 △174

当期末残高 16,029 15,855
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,427 417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,009 △140

当期変動額合計 △1,009 △140

当期末残高 417 277

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,427 417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,009 △140

当期変動額合計 △1,009 △140

当期末残高 417 277

少数株主持分   

前期末残高 771 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △771 －

当期変動額合計 △771 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 18,127 16,447

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

連結範囲の変動 △0 －

非連結子会社の合併に伴う利益剰余金の減少 － △3

持分法の適用範囲の変動 △1 －

当期純利益 807 179

自己株式の取得 △1,031 △0

自己株式の処分 △0 －

株式交換による自己株式の処分 673 －

自己株式処分差損益 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,781 △140

当期変動額合計 △1,679 △314

当期末残高 16,447 16,133
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（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12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30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 1,730 1,566

減価償却費 1,064 1,047

減損損失 878 6

のれん償却額 20 －

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） 204 △170

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8 △63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20 △50

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △3

受取利息及び受取配当金 △167 △114

支払利息 275 330

持分法による投資損益（△は益） 4 △43

投資有価証券売却損益（△は益） 2 △13

関係会社株式売却損益（△は益） － △186

投資有価証券評価損益（△は益） 298 173

固定資産除却損 141 16

固定資産売却損益（△は益） 1,199 △563

保険解約損益（△は益） － △52

事業譲渡損益（△は益） － △8

固定資産臨時償却費 105 －

売上債権の増減額（△は増加） 53 194

仕入債務の増減額（△は減少） 58 83

たな卸資産の増減額（△は増加） 237 3

未払費用の増減額（△は減少） － △291

匿名組合出資金の増減額（△は増加） 962 －

未払又は未収消費税等の増減額 1 △46

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △545 119

差入保証金の増減額（△は増加） 1 △158

その他 115 △24

小計 6,662 1,600

利息及び配当金の受取額 115 170

利息の支払額 △265 △304

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,681 △436

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,831 1,030
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 9 －

有価証券の売却及び償還による収入 15 30

固定資産の取得による支出 △3,368 △5,164

固定資産の処分等による支出 △61 －

固定資産の売却による収入 1,013 780

投資有価証券の取得による支出 △15 △186

投資有価証券の売却及び償還による収入 10 74

関係会社株式の取得による支出 △612 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ ※2  222

事業譲渡による収入 － 8

貸付けによる支出 △6,000 －

貸付金の回収による収入 751 2,910

保険積立金の解約による収入 － 95

匿名組合出資金の払戻による収入 406 －

その他 △6 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,857 △1,228

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,400 5,840

短期借入金の返済による支出 △70 △9,537

長期借入れによる収入 7,100 10,450

長期借入金の返済による支出 △3,080 △7,041

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △1,031 △0

配当金の支払額 △343 △350

少数株主への配当金の支払額 △14 －

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,960 △641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,934 △839

現金及び現金同等物の期首残高 2,421 4,365

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 20

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 9 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,365 ※1  3,545
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数    ７社 

イヌイ運送㈱、プラザサービス㈱、㈱

イヌイシステムズ、㈱東京エースボウ

ル、㈱丸専、イヌイ倉庫㈱、イヌイ倉

庫開発（同） 

(1）連結子会社の数    ５社 

プラザサービス㈱、㈱イヌイシステム

ズ、㈱東京エースボウル、イヌイ倉庫

オペレーションズ㈱、イヌイ倉庫開発

(同)  

 なお、イヌイ倉庫開発(同)について

は重要性が増したため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

㈱イヌイ・エスアンドエス 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社２社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。  

────────  

   

   

(2) 主要な非連結子会社の名称等  

──────── 

  

 当連結会計年度より、株式会社丸専

（当社の連結子会社）、株式会社イヌ

イ・エスアンドエス（当社の非連結子

会社）、運送物流リース株式会社（当

社の非連結子会社）は、平成20年12月

１日付でイヌイ運送株式会社（当社の

連結子会社）に吸収合併されておりま

す。また、当第２四半期連結会計期間

より、イヌイ運送株式会社は、当社が

保有する株式のうち51％を譲渡したた

め、連結の範囲から除外しておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法を適用した関連会社の数及び名

称 ４社 堂島インベストメント㈲、

かちどきＧＲＯＷＴＨ  ＴＯＷＮ㈱、

博多アイランドシティマネージメント

(同)、博多アイランドシティプロパテ

ィー特定目的会社 

なお、かちどきＧＲＯＷＴＨ  ＴＯ

ＷＮ㈱については重要性が増したた

め、当連結会計年度より持分法の適用

範囲に含めております。 

また、当連結会計年度において、新た

に出資した博多アイランドシティマネ

ージメント(同)、博多アイランドシテ

ィプロパティー特定目的会社を持分法

の適用範囲に含めております。 

(1)持分法を適用した関連会社の数及び名

称 ４社 イヌイ運送㈱、かちどきＧ

ＲＯＷＴＨ ＴＯＷＮ㈱、博多アイラ

ンドシティマネージメント(同)、博多

アイランドシティプロパティー特定目

的会社 

   当連結会計年度より、堂島インベス

トメント有限会社は当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

   当第２四半期連結会計期間より、当

社連結子会社であったイヌイ運送株式

会社は、当社が保有する株式のうち

51％を譲渡したため、持分法適用の関

連会社になっております。      

  (2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の数及び名称  ２社 

㈱イヌイ・エスアンドエス、運送物流

リース㈱ 

(2)持分法を適用していない非連結子会社 

  及び関連会社の数及び名称 １社 

  堂島インベストメント㈲ 
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前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  （持分法を適用していない理由） 

持分法非適用会社２社は、それぞれ当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

（持分法を適用していない理由） 

当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

  

  (3)持分法適用の手続きについて特に記載 

  する必要があると認められる事項 

 当連結会計年度より不動産投資事業

に係る特別目的会社等の持分法適用に

よる投資損益を営業損益の区分に計上

することとしております。  

(3)持分法適用の手続きについて特に記載

する必要があると認められる事項 

 不動産投資事業に係る特別目的会社

等の持分法適用による投資損益を営業

損益の区分に計上することとしており

ます。 

３．連結子会社等の事業年度

等に関する事項 

  持分法適用会社の堂島インベストメン

ト㈲につきましては、中間決算日の８月

末日を決算日としたうえ連結財務諸表を

作成しております。ただし、同決算日か

ら連結決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行うこととしております。 

 また、持分法適用会社のうち、かちど

きＧＲＯＷＴＨ ＴＯＷＮ㈱、博多アイ

ランドシティマネージメント(同)、博多

アイランドシティプロパティー特定目的

会社の決算日は12月末日であります。連

結財務諸表の作成に当たって、これらの

会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用して

おります。 

 なお、それ以外の連結子会社の事業年

度末日と連結決算日は一致しておりま

す。 

 持分法適用会社のかちどきＧＲＯＷＴ

Ｈ ＴＯＷＮ㈱、博多アイランドシティ

マネージメント(同)、博多アイランドシ

ティプロパティー特定目的会社の決算日

は12月末日であります。連結財務諸表の

作成に当たって、これらの会社について

は、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。 

 なお、それ以外の連結子会社等の事業

年度末日と連結決算日は一致しておりま

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 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額法） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

同    左 

  子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同    左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定

しております。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

  時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同    左 

  ② デリバティブ取引 

……時価法 

② デリバティブ取引 

同    左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  ③ たな卸資産  

販売用不動産 

……個別法による原価法 

その他のたな卸資産 

……主に先入先出法による原価法 

  

  

  

  

  

  

  

③ たな卸資産 

……主に先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）

（会計方針の変更） 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

 については、従来、主として先入先出法

 による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに

 伴い、主として先入先出法による原価法

 （貸借対照表価額については収益性の低

 下に基づく簿価切下げの方法）により算

 定しております。 

  これによる損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、定額法を

採用しております。  

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       ３～47年 

機械装置     ２～17年 

  

(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（リース資産除く） 

同    左 

  （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 無形固定資産 

……定額法 

ただし、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

額法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産除く） 

同    左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  ③ リース資産 

────────  

  

  

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11月30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。  

（会計方針の変更）  

  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、平成20年

11月30日以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。 

 これによる、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

ありません。  

  (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

に回収可能性を検討し回収不能

見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同    左 

  ② 役員賞与引当金  

……当社は役員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当連結会

計年度の負担額を計上しており

ます。  

② 役員賞与引当金  

同    左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  ③ 退職給付引当金 

……従業員及び執行役員の退職給付

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簡便法に

より計上しております。 

③ 退職給付引当金 

同    左 

  ④ 役員退職慰労引当金 

……当社及び一部の連結子会社にお

いては、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 

──────── 

  

（追加情報） 

  当社は従来、役員の退職慰労金の支払 

 いに充てるため、内規に基づき、期末要 

 支給額を計上しておりましたが、定時株 

 主総会において役員慰労金制度廃止に伴 

 う打ち切り支給が決議されました。これ 

 により、役員退職慰労引当金を全額取崩 

 し、打ち切り支給額の未払い分について 

 は長期未払金として固定負債「その他」 

 に含めて表示しております。 

  ⑤ 固定資産撤去費用引当金 

……将来の固定資産の撤去に伴う費

用の発生に備えるため、過去の

撤去実績等を勘案した見積額を

計上しております。  

⑤ 固定資産撤去費用引当金  

同    左  

  

  (4) 重要なリース取引の処理方法  

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。  

  ──────── 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて特例処理を採用しており

ます。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

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 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

－22－

イヌイ倉庫㈱　（9308）　平成21年11月期　決算短信



  

  

  
前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  ③  ヘッジ方針 

固定金利を市場の実勢金利に合わせ

て変動化する場合や将来の金利上昇

リスクをヘッジするために変動金利

を固定化する目的で、「金利スワッ

プ取引」を利用しているのみであ

り、投機目的の取引は行っておりま

せん。 

なお、取引の実行管理は経理部で行

っており、リスク管理等について

は、月次取締役会に報告しておりま

す。 

③  ヘッジ方針 

同    左 

  ④  ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って、以下の条

件を満たす金利スワップを締結して

おります。  

④  ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

  Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期借 

 入金の元本金額が一致している。 

Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契約 

 期間及び満期が一致している。 

Ⅲ．長期借入金の変動金利のインデッ 

クスと金利スワップで受払いされる

変動金利のインデックスが一致して

いる。 

Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金利 

 改定条件が一致している。 

Ⅴ．金利スワップの受払い条件がスワ

ップ期間を通して一定である。 

 従って、金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので決算日に

おける有効性の評価を省略しており

ます。 

(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方法 

  ……税抜方式を採用しております。 

  なお、資産に係る控除対象外消費税及

  び地方消費税については、期間費用と

  して処理しております。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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方法 

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は、全面

時価評価法によっております。 

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５

年間の均等償却を行っております。 

ただし、金額的に重要性の低いのれん及び

負ののれんについては発生年度に一括償却

しております。  

同    左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅か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12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

 特別目的会社等を利用した不動産投資事業に係る損益

及び当該特別目的会社等が持分法適用会社に該当する場

合の持分法による投資損益は、従来、営業外損益に計上

しておりましたが、当連結会計年度より営業損益として

計上する方法に変更いたしました。 

 これは、今後の事業展開の中で同投資事業の重要性が

増すと考えられるためであり、また、平成20年２月28日

開催の当社定時株主総会において定款の一部変更が承認

可決され、新たな事業目的として「特定目的会社、特別

目的会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則に定める会社）及び不動産投資信託に対する出資

並びに出資持分の売買、仲介及び管理」を追加し、同取

引を営業取引として行うこととしたために変更するもの

であります。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較し

て、営業収益は3,397百万円増加し、営業総利益及び営業

利益はそれぞれ3,337百万円増加しておりますが、経常利

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12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

────── （連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「たな卸

資産」（当連結会計年度は３百万円）は、重要性がな

くなったため及び資産の総額の100分の１以下である

ため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

しました。  

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「デリバ

ティブ評価損」（当連結会計年度は３百万円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業

外費用の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

   営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増

   減額（△は減少）」は、前連結会計年度は「その他」

   に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

   たため区分掲記しております。  

   なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている 

   「未払費用の増減額（△は減少）」は△９百万円であ 

     ります。 

  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

固定資産（信託受益権）の譲渡 

平成20年４月14日に譲渡契約を締結した固定資産（信託受

益権）について、竣工、決済及び引渡を平成21年２月27日

に予定しております。 

なお、詳細は以下の通りで あります。 

  

譲渡する資産 
土地および建物を信託財産とする 
信託受益権 

所在地 兵庫県神戸市灘区灘浜町２番１号 

敷地面積 32,807.72㎡  

延床面積 76,106.95㎡  

譲渡価額 百万円  11,100

帳簿価額※ 百万円  10,522

譲渡先 ローズヒップ・リアルティ合同会社 

────────  

  

※平成21年２月27日の引渡時点における帳簿価額の見込額

であります。 

なお、本件につきましては平成12年７月31日付「特別

目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計

処理に関する実務指針」に基づき、金融取引として処理

する予定であります。 
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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11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券  

（株式）     百万円641

(その他の有価証券）  4

投資有価証券  

（株式） 百万円1,524

(その他の有価証券）  3,054

※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 百万円3,078

土地  0

投資有価証券  32

計  3,110

建物及び構築物 百万円9,342

土地  15

信託建物及び信託構築物   6,375

信託土地   3,935

計  19,668

上記物件について、１年内返済予定の長期借入金

2,681百万円、長期借入金1,047百万円の担保に供し

ております。 

投資有価証券のうち29百万円は宅地建物取引の保証

金に、2百万円は旅行業取引の保証金としてそれぞ

れ東京都に供託をしております。 

上記物件について、短期借入金3,000百万円、１年

内返済予定の長期借入金1,143百万円、長期借入金

9,286百万円の担保に供しております。 

なお、投資有価証券のうち14百万円は宅地建物取

引の保証金として東京都に供託をしております。 

※３．国庫補助金等による圧縮記帳額 ※３．国庫補助金等による圧縮記帳額 

建物 1,401百万円 

構築物 31  

機械装置及び運搬具 252  

工具、器具及び備品 9  

計 1,695  

  

建物  1,401百万円

構築物   31  

機械装置及び運搬具  252  

工具、器具及び備品   9  

計   1,695  

※４．未払法人税等  

未払法人税等のうち、親会社における未収法人税

134百万円を相殺しております。 

※４．未払法人税等  

未払法人税等のうち、親会社における未収法人税 

84百万円を相殺しております。 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

役員報酬 百万円271

給料手当  328

賞与  124

退職給付費用  49

役員退職慰労引当金繰入額  24

役員賞与引当金繰入額   50

役員報酬 百万円130

給料手当  257

賞与  104

退職給付費用  5

役員退職慰労引当金繰入額  44

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

建物 百万円0

車両運搬具   3

計  3

建物 百万円83

機械装置   2

車両運搬具   0

土地   481

計  567

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物     百万円63

構築物  4

機械装置  1

車両運搬具  0

工具、器具及び備品  4

ソフトウェア  6

撤去・処分  61

計  141

建物 百万円10

構築物  0

機械装置  1

車両運搬具  0

工具、器具及び備品  3

ソフトウェア  0

計  16

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物 百万円252

土地  924

その他  25

計  1,202

機械装置       百万円2

車両運搬具  0

工具、器具及び備品  1

計  4
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前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※５．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。 

──────── 

場所 用途 種類 減損損失 

東京都中央区 

賃貸マンショ

ン、スポーツ

施設、レジャ

ー施設 

建物及び構築

物、機械装

置、工具、器

具及び備品、

ソフトウェア 

百万円205

静岡県浜松市 スポーツ施設 土地、借地権 百万円672

  

 減損損失の算定にあたっては、事業所別の管理会計上の

区分等を概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す 小

単位として、資産のグルーピングを行っております。 

 上記資産グループについては、施設の閉鎖や著しい時価

の下落等が認められ、将来キャッシュ・フローによって当

資産グループの帳簿価額を全額回収出来る可能性が低いと

判断し、当資産グループに係る帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額878百万円を減損損失として特別損

失に計上いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、東京都中央区

の賃貸マンション等については個別に見積もり算定した正

味売却価額により測定しております。また静岡県浜松市の

スポーツ施設については不動産鑑定士による鑑定評価額に

基づく正味売却価額により測定しております。 
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前連結会計年度（自 平成19年12月1日 至 平成20年11月30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）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,774,478株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

1,773,600株、単元未満株式の買取による増加878株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少531,824株は、簡易株式交換によるイヌイ運送㈱の完全子会社化による減

少531,731株、単元未満株式の買増請求による減少93株であります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

 該当事項はありません。 

３．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連結会計年度となるもの  

（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  18,200,000 － －  18,200,000

合計  18,200,000 － －  18,200,000

自己株式         

普通株式（注）１、２  996,803  1,774,478  531,824  2,239,457

合計  996,803  1,774,478  531,824  2,239,457

  
（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２月28日 

定時株主総会 
普通株式  172  10 平成19年11月30日 平成20年２月29日 

平成20年７月14日 

取締役会 
普通株式  172  10 平成20年５月31日 平成20年８月11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２月26日 

定時株主総会 
普通株式  191 利益剰余金  12 平成20年11月30日 平成21年２月27日
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当連結会計年度（自 平成20年12月1日 至 平成21年11月30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）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,764株は、単元未満株式の買取等による増加であります。 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

 該当事項はありません。 

３．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連結会計年度となるもの   

  

  
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  18,200,000  －  －  18,200,000 

合計  18,200,000  －  －  18,200,000

自己株式         

普通株式（注）１  2,239,457  1,764     －  2,241,221

合計  2,239,457  1,764     －  2,241,221

  
（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21年２月26日 

定時株主総会 
普通株式  191  12 平成20年11月30日 平成21年２月27日 

平成21年７月８日 

取締役会 
普通株式  159  10 平成21年５月31日 平成21年８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22年２月25日 

定時株主総会 
普通株式  159 利益剰余金  10 平成21年11月30日 平成22年２月26日

－30－

イヌイ倉庫㈱　（9308）　平成21年11月期　決算短信



  

（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12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30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 

（平成20年11月30日現在） （平成21年11月30日現在） 

現金及び預金勘定       百万円4,365

現金及び現金同等物  4,365

  

※２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな 

   くなった会社の資産及び負債の主な内訳  

株式の売却により連結子会社から持分法適用会社と

なったイヌイ運送株式会社の連結除外時における資

産及び負債の内訳並びに当該株式の売却価額と売却

による差引収入の関係は次のとおりであります。  

差引：売却による収入          

  

現金及び預金勘定 百万円3,545

現金及び現金同等物  3,545

流動資産 百万円1,194

固定資産 

流動負債  

固定負債  

  

   

  

  

  

1,160

△568

△122

株式の売却価額 

現金及び現金同等物 

 

 

1,022

△799

222
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30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（借主側） 

 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  

（注）取得価格相当額は、有形固定資産の期末残高等に占 

   める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支 

   払利子込み法により算定しております。  

  

②未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の 

   期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合 

   が低いため、支払利子込み法により算定しておりま 

   す。  

  

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

 却費相当額及び減損損失  

  
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  19  7  11

工具、器具及び
備品 

 158  76  82

ソフトウェア  133  62  71

合計  311  145  165

１年以内 百万円67

１年超  97

合計  165

支払リース料 百万円77

減価償却費相当額  77

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取引 

 (1) リース資産の内容 

  有形固定資産 

   主としてコンピューター端末機であります。 

  無形固定資産  

     ソフトウェアであります。 

 (2) リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  「４．会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償 

  却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

  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11月30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 

 （注）取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占

    める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支

    払利子込み法により算定しております。 

  
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   0  0  0

工具、器具及
び備品 

 125  76  48

ソフトウェア  121  80  41

合計  248  157  90

  

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、残存価格を零とする定額

法により算定しております。 

  

②未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 百万円50

１年超  40

合計  90

2.オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年以内 百万円8

１年超  8

合計  17

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の

    期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

    が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

    す。  

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

 却費相当額及び減損損失  

（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。 

支払リース料 百万円62

減価償却費相当額  62

  

  

  

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、残存価格を零とする定額

法により算定しております。 
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前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

2.オペレーティング・リース取引（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

  

3.オペレーティング・リース取引（貸主側）  

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

１年以内 百万円5

１年超  3

合計    8

１年以内 百万円264

１年超  3,916

合計    4,180

  (減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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有価証券 

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）１．前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298百万円を計上しております。  

（注）２. 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173百万円を計上しております。  

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成20年11月30日） 当連結会計年度（平成21年11月30日）

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円）
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 
 14  14  0  32  32  0

(2）社債  －  －  －     －     －     － 

(3）その他  －  －  －     －     －     － 

小計  14  14  0  32  32  0

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 
 17  17 △     0     －     －     － 

(2）社債  180  130 △    49  100  66 △  33 

(3）その他  －  －  －     －     －     － 

小計  197  148 △    49  100  66  △  33 

合計  212  163 △    49  132  99  △  32 

  種類 

前連結会計年度（平成20年11月30日） 当連結会計年度（平成21年11月30日）

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）
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式  1,009  2,210  1,201 1,028  1,958 929 

(2）債券             

① 国債・地方

債等 
 －  －  －     －     －     － 

② 社債  －  －  －     －     －     － 

③ その他  －  －  －     －     －     － 

(3）その他  －  －  －     4     16     11 

小計  1,009  2,210  1,201  1,032  1,974 941 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1）株式  1,435  1,097 △  337 1,329  970  △ 359 

(2）債券             

① 国債・地方

債等 
 －  －  －     －     －     － 

② 社債  300  198 △  101  300  190  △ 109 

③ その他  －  －  －     －     －     － 

(3）その他  148  89 △   58  17  12  △  5 

小計  1,883  1,385 △  497 1,647  1,173  △ 473 

合計  2,892  3,596  703  2,679  3,147 468 
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３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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 
（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

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） 

 9  0  3  74  17  4

  
前連結会計年度（平成20年11月30日） 当連結会計年度（平成21年11月30日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券     

非上場株式  695  695

匿名組合出資  50  50

  

前連結会計年度（平成20年11月30日） 当連結会計年度（平成21年11月30日）

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１年以内
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券                 

(1）国債・地方債等  －  32 － － 17  14     －     －

(2）社債  30  － － 348     －     －     － 290

(3）その他  －  － － －     －     －     －     －

２．その他  －  － － －     －     －     －     －

合計  30  32 － 348 17  14     － 290
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１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

(1) 取引の内容 

 当社グループの利用しているデリバティブ取引は、金

利スワップ取引であります。また、一部デリバティブの

手法が組み込まれている複合金融商品を利用しておりま

す。 

(1) 取引の内容 

同    左 

(2) 取引に対する取組方針 

 当社グループの金利スワップ取引は、金利上昇が支払

利息に及ばす影響を一定の範囲に限定するためで、投機

的目的による取引は行わない方針であります。また、デ

リバティブが組み込まれている複合金融商品の運用につ

いては、一定の金額を限度として効率的な資金運用を図

るために行っております。  

(2) 取引に対する取組方針 

同    左 

(3）取引の利用目的 

借入金の金利を固定化し、金融費用の安定化及び資金

運用の効率化を目的としております。  

また、複合金融商品関連では、余剰資金の長期運用目

的で元本が保証されており、かつ預金利率がマイナスと

ならないデリバティブ内包型預金を行っております。 

(3）取引の利用目的 

同    左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。しかし、市場金利が変動した場合、変

動分の受取金利と支払借入金利は相殺されるために、実

質的にはリスクはありません。 

 また、デリバティブ内包型預金は、預金利率が為替相

場に連動して決定される変動金利定期預金であるため、

為替相場の動向によっては預金利率が市場金利を下回る

リスクを有しているほか、当社グループから解約を申し

入れた場合に別途清算金の支払義務が発生するリスクを

有しております。 

 なお、これらの取引の相手は信用度の高い金融機関で

あるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんど

ないと認識しております。 

(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 

 デリバティブ取引は、取締役会の承認に基づき、取引

の実行及び管理は経理部で行っており、契約状況・運用

状況については、月次取締役会に報告しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同    左 

(6）その他 

 「取引の時価等に関する事項」における契約額又は想

定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市

場リスク量を示すものではありません。 

(6）その他 

同    左 
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２．取引の時価等に関する事項 

複合金融商品関連 

（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．デリバティブ内包型預金の時価は、複合金融商品の組込デリバティブを区分したものであります。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

  

区分 種類 

前連結会計年度（平成20年11月30日） 当連結会計年度（平成21年11月30日）

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円）

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円）

市場取

引以外

の取引 

デリバティブ内包型

預金 

（期限前解約特約・

条件充足型預金） 

 200 200 △      32 △      32 200  200  △   36  △   36

合計  200 200 △      32 △      32 200  200  △   36  △   36

（退職給付会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30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及

び退職一時金制度を設けております。連結子会社は同様

に、退職一時金制度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同    左 

２．退職給付債務に関する事項 

（平成20年11月30日現在） 

２．退職給付債務に関する事項 

（平成21年11月30日現在） 

① 退職給付債務  百万円△959

② 年金資産残高  805

③ 連結貸借対照表計上額純額 

 （①＋②） 

  △153

④ 前払年金費用   －

⑤ 退職給付引当金（③－④）    △153

① 退職給付債務 百万円△801

② 年金資産残高  825

③ 連結貸借対照表計上額純額 

 （①＋②） 

 24

④ 前払年金費用   27

⑤ 退職給付引当金（③－④）   △3

 （注）退職給付債務の算定にあたっては簡便法を採用し

ております。 

同    左 

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

① 勤務費用 百万円155

② 退職給付費用  155

① 勤務費用 8百万円

② 退職給付費用 8 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 退職給付債務の算定方法として簡便法を採用している

ため該当事項はありません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同    左 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 （単位 百万円）

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   

未払事業税  61

退職給付引当金  57

役員退職慰労引当金  64

会員権評価損  75

繰延控除対象外消費税  23

減損損失  625

固定資産撤去費用引当金  82

建物等臨時償却費  42

繰越欠損金  21

その他  68

繰延税金資産小計  1,124

評価性引当額   △82

繰延税金資産合計  1,042

その他有価証券評価差額金  △203

固定資産等未実現損失    △96

繰延税金負債合計  △300

繰延税金資産の純額  741

繰延税金資産   

退職給付引当金  1

長期未払金  58

会員権評価損  61

固定資産等未実現利益   63

繰延控除対象外消費税  16

減損損失  552

固定資産撤去費用引当金  15

建物等臨時償却費  42

繰越欠損金  1

その他  33

繰延税金資産小計  846

評価性引当額  △608

繰延税金資産合計  237

前払年金費用   △11

その他有価証券評価差額金  △149

固定資産等未実現損失  △40

固定資産圧縮積立金   △177

その他   △19

繰延税金負債合計  △398

繰延税金負債の純額  △160

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 81

固定資産－繰延税金資産 737

流動負債－繰延税金負債 0

固定負債－繰延税金負債 76

流動資産－繰延税金資産 1

固定資産－繰延税金資産 17

流動負債－繰延税金負債 6

固定負債－繰延税金負債 172

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

との差異の主な項目別の内訳 

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

との差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6% 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 

住民税均等割等 0.3 

評価性引当額 6.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4 

のれん償却 0.5 

その他 2.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.9 

法定実効税率 40.6% 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

住民税均等割等 0.7 

評価性引当額 48.6 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.2 

持分法による投資損失  1.3 

その他 △1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 88.6 
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（企業結合等関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月1日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月1日 
至 平成21年11月30日） 

 イヌイ建物グループは、中長期経営ビジョンの中で事

業シナジーを勘案したグループ経営の効率化、グループ

全体での資産ポートフォリオの 適化及び時代の要請に

見合ったグループ経営統治を掲げております。 

 資産ポートフォリオの 適化やグループ経営効率化を

目的とした、会社分割による子会社の一部事業の承継、

簡易株式交換による完全子会社化については下記のとお

りであります。 

 共通支配下の取引等 

１． 結合当事企業及びその事業の内容、企業結合日、企

  業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

   的を含む取引の概要 

 (1)結合当事企業及びその事業の内容 

 ①結合企業 

  結合企業の名称     

    イヌイ運送株式会社 

１．会社分割による子会社の一部事業の承継について 

当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、

平成20年６月１日を効力発生日として、当社１００％子

会社であるプラザサービス株式会社の資産管理部門に関

する事業を会社分割により承継することを決議し、平成

20年６月１日にこれを実行いたしました。 

  事業の内容  

  一般貨物自動車運送業 

 ②被結合企業 

  被結合企業の名称 

  株式会社丸専 

  株式会社イヌイ・エスアンドエス 

（１）結合当事企業の名称と事業内容 

①承継会社 

名称   イヌイ建物株式会社 

事業内容 物流事業、不動産事業  

  運送物流リース株式会社  

  事業の内容 

  一般貨物自動車運送業 

 (2)企業結合日 

  平成20年12月１日  

②分割会社 

名称   プラザサービス株式会社 

 (3)企業結合の法的形式  

  イヌイ運送株式会社を吸収合併承継会社、株式会社丸

事業内容 不動産事業、レジャー事業   専、株式会社イヌイ・エスアンドエス、運送物流リー

（２）会社分割の要旨 

①法的形式 

プラザサービス株式会社を分割会社、当社を承継

会社とする吸収分割方式であります。 

※本会社分割は、承継会社である当社においては会

社法第７９６条第３項に定める簡易吸収分割、ま

た、分割会社であるプラザサービス株式会社にお

いては同法第７８４条第１項に定める略式吸収分

割の要件を満たすため、いずれも株主総会の承認

決議を経ずに行いました。 

  ス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併  

 (4)結合後企業の名称  

  イヌイ運送株式会社  

 (5)取引の目的を含む取引の概要  

  イヌイ倉庫グループは、中期経営ビジョンの中で事業

  シナジーを勘案したグループ経営の効率化、グループ

  全体での資産ポートフォリオの 適化及び時代の要請

  に見合ったグループ経営統治を掲げており、グループ

  経営効率化の一環として、上記会社の企業結合を行っ

  ております。 

②承継会社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割に関してプラザサービス株式

会社が本件事業に関して有する資産、債務、契約上

の地位及びこれらの契約に基づき発生する権利義

務、並びに許認可等を承継いたしました。 

２． 実施した会計処理の概要  

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成

  15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

  等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

  針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、共

（３）承継する事業部門の概要 

承継する部門の事業内容 

所有資産の賃貸借、管理及び諸設備の保守、営繕

業務、有価証券の保有 

  通支配下の取引として処理しております。  
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前連結会計年度 
（自 平成19年12月1日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月1日 
至 平成21年11月30日） 

（４）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、

共通支配下の取引として処理しております。 

承継する資産、負債の項目及び金額 

  

流動資産 ６８百万円 

固定資産 ４，３１２百万円 

資産合計 ４，３８０百万円 

流動負債 ６８９百万円 

固定負債 ２，６３２百万円 

負債合計 ３，３２２百万円 

  

２．簡易株式交換によるイヌイ運送株式会社の完全子会

社化について 

当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、

平成20年７月１日を効力発生日として、イヌイ運送株式

会社を完全子会社化とする株式交換を行うことを決議

し、平成20年７月１日にこれを実行いたしました。 

  

（１）被取得企業の名称 

イヌイ運送株式会社 

  

（２）被取得企業の事業の内容 

一般貨物自動車運送事業 

  

（３）法的形式 

株式交換 

なお、本株式交換は、当社においては、会社法第

７９６条第３項の規定に基づき簡易株式交換の手続

きにより、株主総会の承認決議を経ずに行いまし

た。 

  

（４）結合後企業の名称 

結合後企業の名称に変更はありません。 

  

（５）株式交換に係る割当ての内容   

  

会社名 
イヌイ建物 
株式会社 

（完全親会社） 

イヌイ運送 
株式会社 

（完全子会社） 

 株式交換比率  1  0.33

株式交換により 

交付する株式数 

普通株式：５３１，７７８株 

（当社は、その保有する自己株式５３

１，７７８株を株式交換による割当て

に充当いたします。ただし、当社が保

有するイヌイ運送株式３，２４８，５

５０株については、株式交換による株

式の割当ては行いません。) 
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前連結会計年度 
（自 平成19年12月1日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月1日 
至 平成21年11月30日） 

（６）株式交換に係る割当て内容の算定根拠等 

本株式交換に用いられる株式交換比率の算定の公

正性を期すために、当社は第三者算定機関である株

式会社スピアヘッド・アドバイザーズに株式交換比

率の算定を依頼しました。 

株式会社スピアヘッド・アドバイザーズは算定の

根拠として、当社の株主価値については市場株価平

均法により、イヌイ運送株式会社の株主価値につい

ては修正簿価純資産法とDCF法との折衷法により算定

いたしました。 

  

（７）取得の対価   

イヌイ建物（株）株式 ６７３百万円   

（８）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に

基づき、共通支配下の取引として処理しておりま

す。 

  

①イヌイ運送株式会社の資産・負債の状況 

（平成20年６月30日現在） 

  

流動資産 １，２６２百万円

固定資産 １，４３１百万円

資産合計 ２，６９４百万円

流動負債 ４１９百万円

固定負債 ５３百万円

負債合計 ４７３百万円

  

②発生した負ののれんの金額、発生原因、償却方法

及び償却期間 

１）発生した負ののれんの金額  

５８百万円 

  

２）発生原因 

追加取得により減少する少数株主持分の金額

が取得原価を上回ったため、その差額を負の

のれんとして認識するものです。 

  

３）償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却 
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前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、事業の種類、性質に応じて区分しております。 

２．各事業の主要内容 

(1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他 

荷役、引越 

(2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

(3）レジャー事業……………ボウリング場等の運営 

(4）システム開発関連事業…ソフト開発、システム構築、軽作業請負、システム技術者育成事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,007百万円であり、その主なも

のは連結財務諸表提出会社の管理本部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15,473百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社の運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

５．会計処理の変更 

「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、特別目的会社等を利用した不

動産投資事業に係る損益及び当該特別目的会社等が持分法適用会社に該当する場合の持分法による投資損益

は、従来、営業外損益に計上しておりましたが、当連結会計年度より営業損益として計上する方法に変更いた

しました。 

この変更により不動産事業の営業収益は3,397百万円増加し、営業利益は3,378百万円増加しております。ま

た物流事業の営業費用は41百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
物流事業 

（百万円） 
不動産事業
（百万円） 

レジャー事
業 
（百万円） 

システム開
発関連事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．営業収益及び営業損益               

営業収益               

(1）外部顧客に対する営業収益  6,259 7,918 941 2,674  17,793  － 17,793

(2）セグメント間の営業収益又は

振替高 
 3 360 12 104  480  (480) －

計  6,262 8,278 953 2,778  18,273  (480) 17,793

営業費用  6,153 2,669 947 2,682  12,452  526 12,979

営業利益  109 5,609 6 95  5,820  (1,007) 4,813

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
              

資産  10,797 12,885 2,225 711  26,619  15,473 42,092

減価償却費  141 824 85 1  1,052  11 1,064

減損損失  0 34 843 －  878  － 878

資本的支出  2,610 656 6 －  3,273  141 3,415
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当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、事業の種類、性質に応じて区分しております。 

２．各事業の主要内容 

(1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他 

荷役、引越 

(2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

(3）システム開発関連事業…ソフト開発、システム構築、軽作業請負、システム技術者育成事業 

(4）その他の事業……………ボウリング場等の運営 

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780百万円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理セグメント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13,086百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社の運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理セグメントに係る資産等であ

ります。 

５．従来、事業の種類別セグメントは、「物流事業」、「不動産事業」、「レジャー事業」、「システム開発関

連事業」の４区分としておりましたが、当連結会計年度より「レジャー事業」は一部のボウリング場等の閉

鎖に伴い当社グループにおける重要性が薄れたため、「その他の事業」と表記しております。  

６．物流事業のうち、引越部門は平成21年４月１日付で当社が保有するイヌイ運送株式会社の株式のうち51％を

譲渡したため、第２四半期連結会計期間より連結対象外となっております。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、在外連結子会社及び在外支店がないため開示しておりません。

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため開示しておりません。 

  

  
物流事業 

（百万円） 
不動産事業
（百万円） 

システム開
発関連事業 
（百万円） 

その他の 
事業 

（百万円） 
計（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．営業収益及び営業損益               

営業収益               

(1）外部顧客に対する営業収益  3,738 4,239 1,681 446  10,104  － 10,104

(2）セグメント間の営業収益又は

振替高 
 2 220 74 10  308 (308) －

計  3,741 4,459 1,755 456  10,413 (308) 10,104

営業費用  4,016 2,288 1,739 471  8,515  472 8,987

営業利益  △275 2,171 16 △15  1,897  (780) 1,117

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
              

資産  13,236 13,921 437 20  27,616  13,086 40,703

減価償却費  238 769 1 3  1,012  34 1,047

減損損失  － 2 4 －  6  － 6

資本的支出  4,877 629 － 1  5,508  15 5,523

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

役員及び個人主要株主等  

 （注）上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておりません。 

子会社等 

 （注）博多アイランドシティマネージメント(同)に対する資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決

定しております。 

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30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。 

  

関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等  

 （注）博多アイランドシティマネージメント(同)に対する資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決

定しております。 

      

  

  

（関連当事者情報）

属性 氏名 事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の兼任
等 

事業上の関
係 

役員 高橋 剛   当社 
 監査役 

 (被所有) 
0.08 

 －      －  
弁護士  

 報酬等  
 2    －   － 

属性 企業等の 
名称 住所 

資本金又
は 

出資金 
（百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の兼
任等 

事業上の
関係 

関連会社 

博多アイ

ランドシ

ティマネ

ージメン

ト(同) 

東京都 

千代田区 
 1
不動産の
賃貸及び
管理 

(直接 
所有)
50.0 

 － 資金の貸付
資金の 

貸付 
 6,000

関係会社 

短期貸付

金 

6,000

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 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

関連会社 

博多アイラ

ンドシティ

マネージメ

ント(同)  

東京都 

千代田区
 1

不動産の
賃貸及び
管理 

(直接 
所有) 
50.0 

  出資 

貸付資金

の回収 
 6,000    － －  

増資の引受  3,092  －    － 
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 （注）１．１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。 

２．１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
 (自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
 (自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

１株当たり純資産額      円1,030.53

１株当たり当期純利益金額 円46.49

１株当たり純資産額 円1,010.95

１株当たり当期純利益金額 円11.24

 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。 

 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。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

１株当たり当期純利益金額       

当期純利益 （百万円）  807  179

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）  807  179

期中平均株式数 （株）  17,362,264  15,959,988

  
前連結会計年度 

（平成20年11月30日) 
当連結会計年度 

（平成21年11月30日) 

純資産の部の合計額（百万円）  16,447  16,133

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円） 
－  － 

（うち少数株主持分） －  － 

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
 16,447  16,133

期末の普通株式の数（株）  15,960,543  15,958,779
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

 連結子会社及び非連結子会社の合併 

イヌイ建物グループは、中長期経営ビジョンの中で事業

シナジーを勘案したグループ経営の効率化、グループ全体

での資産ポートフォリオの 適化及び時代の要請に見合っ

たグループ経営統治を掲げております。 

グループ経営効率化の一環とした連結子会社及び非連結

子会社の合併については下記のとおりであります。 

 当社は、平成20年９月８日の取締役会決議に基づき、

平成20年12月１日、当社の連結子会社であるイヌイ運送株

式会社を存続会社とし、連結子会社である株式会社丸専、

非連結子会社である運送物流リース株式会社及び株式会社

イヌイ・エスアンドエスを消滅会社として吸収合併いたし

ました。  

────────  

（１）合併当事会社の概要 

 （平成20年11月30日現在） 

１．商号 

イヌイ運送 

株式会社 

（合併会社） 

株式会社丸専 

（被合併会社） 

２．主な事業内容 
 一般貨物自動車 

 運送事業 

 一般貨物自動車

 運送事業 

３．設立年月日 
 昭和43年 

 １月18日 

 昭和32年 

 ３月29日 

４．本店所在地 

 東京都中央区 

 勝どき一丁目 

 13番６号 

 東京都葛飾区 

 東新小岩二丁目

 23番13号 

５．代表者 
 代表取締役社長 

 乾 康之 

 代表取締役社長

 野崎 孝 

６．資本金  百万円 385  百万円 40

７．発行済株式  

総数 
 株 4,860,000  株 80,000

８．純資産 
 百万円 

 （単体） 

2,170  百万円 

 （単体） 

161

９．総資産 
 百万円 

 （単体） 

2,556  百万円 

 （単体） 

847

10．決算期  11月30日  11月30日 

11．従業員数  58名  76名 

12．大株主及び 

持株比率 

 イヌイ建物㈱ 

 % 100

 イヌイ運送㈱ 

 % 100
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前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

 

１．商号 

運送物流 

リース 

株式会社 

（被合併会社） 

株式会社 

イヌイ・ 

エスアンドエス 

（被合併会社） 

２．主な事業内容  総合リース業 

 スポーツ施設 

 遊技場の運営 

 賃貸 

３．設立年月日 
平成４年 

７月14日 

平成４年 

４月27日 

４．本店所在地 

 東京都中央区 

 勝どき一丁目 

 13番６号 

 東京都中央区 

 勝どき一丁目 

 13番６号 

５．代表者 
 代表取締役社長 

 澤村 友雄 

 代表取締役社長

 澤村 友雄 

６．資本金  百万円 30  百万円 20

７．発行済株式 

総数 
 株 600  株 400

８．純資産 
 百万円 

 （単体） 

25  百万円 

 （単体) 

29

９．総資産 
 百万円 

 （単体） 

25  百万円 

 （単体） 

40

10．決算期  11月30日  11月30日 

11．従業員数  0名  0名 

12．大株主及び 

持株比率 

 イヌイ運送㈱ 

 % 100

 イヌイ建物㈱ 

 % 

 イヌイ運送㈱ 

 % 

40

60

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

（２）合併方式 

イヌイ運送株式会社を存続会社とする吸収合併方式

とし、株式会社丸専、運送物流リース株式会社及び株

式会社イヌイ・エスアンドエスは解散いたしました。 

  

（３）合併比率 

当社子会社同士の合併であるため、合併比率の取り

決めはありません。また、合併による新株式の発行、

資本金の増加はありません。 

  

（４）実施する会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第

10号 終改正平成19年11月15日)に基づき、共通支配

下の取引として処理いたします。 
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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11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,144 3,192

営業未収金 452 365

有価証券 30 －

前払費用 92 97

繰延税金資産 77 －

関係会社短期貸付金 6,000 50

その他 67 377

貸倒引当金 △3 △0

流動資産合計 9,860 4,082

固定資産   

有形固定資産   

建物 28,765 28,355

減価償却累計額 △15,826 △15,303

建物（純額） ※1, ※2  12,938 ※1, ※2  13,051

構築物 523 522

減価償却累計額 △378 △379

構築物（純額） ※2  145 ※2  143

機械及び装置 604 343

減価償却累計額 △541 △296

機械及び装置（純額） ※2  62 ※2  46

車両運搬具 128 124

減価償却累計額 △108 △108

車両運搬具（純額） 19 16

工具、器具及び備品 815 798

減価償却累計額 △539 △494

工具、器具及び備品（純額） ※2  276 ※2  303

土地 ※1  2,965 ※1  2,893

信託建物 － 6,304

減価償却累計額 － △86

信託建物（純額） － ※1  6,217

信託構築物 － 164

減価償却累計額 － △7

信託構築物（純額） － ※1  157

信託土地 3,935 ※1  3,935

建設仮勘定 2,222 －

有形固定資産合計 22,565 26,766

無形固定資産   

借地権 41 41

ソフトウエア 247 196

ソフトウエア仮勘定 2 －

電話加入権 6 6

無形固定資産合計 298 244
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  4,044 ※1  3,985

関係会社株式 2,209 1,488

その他の関係会社有価証券 15 3,107

出資金 3 3

従業員に対する長期貸付金 12 9

関係会社長期貸付金 120 －

長期前払費用 71 160

前払年金費用 － 27

差入保証金 309 309

保険積立金 60 17

会員権 30 24

繰延税金資産 751 －

長期預金 200 200

その他 1 1

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 7,829 9,334

固定資産合計 30,693 36,344

資産合計 40,553 40,427

負債の部   

流動負債   

営業未払金 397 432

短期借入金 10,080 ※1  6,342

1年内返済予定の長期借入金 ※1  6,794 ※1  1,420

未払金 260 851

未払費用 267 233

未払法人税等 ※3  139 ※3  36

繰延税金負債 － 6

預り金 42 34

前受収益 439 280

仮受金 0 －

役員賞与引当金 50 －

固定資産撤去費用引当金 204 34

その他 23 8

流動負債合計 18,699 9,681

固定負債   

長期借入金 ※1  1,350 ※1  10,133

繰延税金負債 － 176

退職給付引当金 17 －

役員退職慰労引当金 151 －

受入保証金 4,282 4,230

その他 32 184

固定負債合計 5,834 14,723

負債合計 24,533 24,404
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,767 2,767

資本剰余金   

資本準備金 2,238 2,238

その他資本剰余金 461 461

資本剰余金合計 2,699 2,699

利益剰余金   

利益準備金 414 414

その他利益剰余金   

配当準備積立金 300 300

固定資産圧縮積立金 － 260

別途積立金 8,900 9,900

繰越利益剰余金 1,853 685

利益剰余金合計 11,468 11,560

自己株式 △1,217 △1,218

株主資本合計 15,717 15,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 302 213

評価・換算差額等合計 302 213

純資産合計 16,019 16,022

負債純資産合計 40,553 40,427
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業収益   

物流部門収入 3,323 3,249

不動産部門収入 7,888 4,184

営業収益合計 11,212 7,434

営業原価 ※1  5,591 ※1  5,430

営業総利益 5,620 2,003

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  995 ※1, ※2  788

営業利益 4,625 1,214

営業外収益   

受取利息 ※1  87 ※1  35

有価証券利息 2 0

受取配当金 ※1  108 ※1  119

雑収入 ※1  33 ※1  19

営業外収益合計 232 176

営業外費用   

支払利息 266 329

デリバティブ評価損 32 －

雑損失 12 40

営業外費用合計 312 369

経常利益 4,545 1,021

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 561 －

固定資産売却益 ※3  0 ※3  567

投資有価証券売却益 － 14

関係会社株式売却益 － 300

その他 － 91

特別利益合計 562 974

特別損失   

減損損失 ※6  843 －

固定資産売却損 ※5  1,202 ※5  3

固定資産除却損 ※4  109 ※4  9

投資有価証券評価損 229 90

関係会社株式評価損 179 －

移転補償金 68 37

固定資産臨時償却費 105 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 204 －

その他 1 6

特別損失合計 2,946 146

税引前当期純利益 2,162 1,849

法人税、住民税及び事業税 1,233 333

法人税等調整額 △559 1,072

法人税等合計 673 1,406

当期純利益 1,488 443
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（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12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,767 2,767

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,767 2,767

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,238 2,238

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,238 2,238

その他資本剰余金   

前期末残高 1 461

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

株式交換による自己株式の処分 459 －

当期変動額合計 459 －

当期末残高 461 461

資本剰余金合計   

前期末残高 2,239 2,699

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

株式交換による自己株式の処分 459 －

当期変動額合計 459 －

当期末残高 2,699 2,699

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 414 414

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 414 414

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 300 300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 300 300

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 267

固定資産圧縮積立金の取崩 － △7

当期変動額合計 － 260

当期末残高 － 260
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

別途積立金   

前期末残高 8,200 8,900

当期変動額   

別途積立金の積立 700 1,000

当期変動額合計 700 1,000

当期末残高 8,900 9,900

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,409 1,853

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

固定資産圧縮積立金の積立 － △267

固定資産圧縮積立金の取崩 － 7

別途積立金の積立 △700 △1,000

当期純利益 1,488 443

当期変動額合計 444 △1,168

当期末残高 1,853 685

利益剰余金合計   

前期末残高 10,323 11,468

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,488 443

当期変動額合計 1,144 91

当期末残高 11,468 11,560

自己株式   

前期末残高 △399 △1,217

当期変動額   

自己株式の取得 △1,031 △0

自己株式の処分 0 －

株式交換による自己株式の処分 213 －

当期変動額合計 △817 △0

当期末残高 △1,217 △1,218

株主資本合計   

前期末残高 14,930 15,717

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

当期純利益 1,488 443

自己株式の取得 △1,031 △0

自己株式の処分 0 －

株式交換による自己株式の処分 673 －

当期変動額合計 786 91

当期末残高 15,717 15,809
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,058 302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △756 △88

当期変動額合計 △756 △88

当期末残高 302 213

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,058 302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △756 △88

当期変動額合計 △756 △88

当期末残高 302 213

純資産合計   

前期末残高 15,989 16,019

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △351

当期純利益 1,488 443

自己株式の取得 △1,031 △0

自己株式の処分 0 －

株式交換による自己株式の処分 673 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △756 △88

当期変動額合計 30 2

当期末残高 16,019 16,022
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

  
前事業年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的債券 

……償却原価法（定額法） 

(1) 満期保有目的債券 

同    左 

  (2) 子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同    左 

  (3) その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。） 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

  時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同    左 

  (4) 匿名組合出資金  

 匿名組合損益のうち、当社に帰属

する持分相当損益を「営業損益」に

計上するとともに、「その他の関係

会社有価証券」を加減する方法 

(4) 匿名組合出資金  

同    左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同    左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

販売用不動産 

……個別法による原価法 

──────── 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

……定率法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同    左 

  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、定額法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物 ３～47年

機械装置 ２～17年

  

  （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格の５％に達した事

業年度の翌事業年度より、取得価格の

５％相当額と備忘価格との差額を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) 無形固定資産  

……定額法 

ただし、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）に基づく定額法を採用し

ております。 

(2) 無形固定資産（リース資産除く） 

同    左 
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前事業年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  (3) リース資産 

──────── 

  

(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11月30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。 

（会計方針の変更） 

  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、平成20年 

 11月30日以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。 

  これによる、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 

 ありません。  

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

……債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性

を検討し回収不能見込額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

同    左 

  (2) 役員賞与引当金 

……役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。 

(2) 役員賞与引当金 

同    左 

－57－

イヌイ倉庫㈱　（9308）　平成21年11月期　決算短信



  
前事業年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  (3) 退職給付引当金 

……従業員及び執行役員の退職給付

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簡便

法により計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同    左 

  (4) 役員退職慰労引当金 

……役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金  

────────  

  

（追加情報） 

     当社は従来、役員の退職慰労金の支払

いに充てるため、内規に基づき、期末要

支給額を計上しておりましたが、定時株

主総会において役員慰労金制度廃止に伴

う打ち切り支給が決議されました。これ

により、役員退職慰労引当金を全額取崩

し、打ち切り支給額の未払い分について

は長期未払金として固定負債「その他」

に含めて表示しております。 

  （5）固定資産撤去費用引当金 

……将来の固定資産の撤去に伴う費

用の発生に備えるため、過去の撤去

実績等を勘案した見積額を計上して

おります。 

（5）固定資産撤去費用引当金 

同    左 

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 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて特例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 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

  (3) ヘッジ方針 

固定金利を市場の実勢金利に合わせ

て変動化する場合や将来の金利上昇

リスクをヘッジするために変動金利

を固定化する目的で、「金利スワッ

プ取引」を利用しているのみであ

り、投機目的の取引は行っておりま

せん。 

なお、取引の実行管理は経理部で行

っており、リスク管理等について

は、月次取締役会に報告しておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同    左 
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前事業年度 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って、以下の条

件を満たす金利スワップを締結して

おります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

  ①金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本金額が一致している。 

  

  ②金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。 

  

  ③長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされ

る変動金利のインデックスが一致

している。 

  

  ④長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。 

  

  ⑤金利スワップの受払い条件がスワ

ップ期間を通して一定である。 

従って、金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので決算日

における有効性の評価を省略して

おります。 

  

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

……税抜方式を採用しております。 

なお、資産に係る控除対象外消費税

及び地方消費税については、期間費

用として処理しております。 

消費税等の会計処理 

同    左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

 特別目的会社等を利用した不動産投資事業に係る損益

は、従来、営業外損益に計上しておりましたが、当事業年

度より営業損益として計上する方法に変更いたしました。

 これは、今後の事業展開の中で同投資事業の重要性が増

すと考えられるためであり、また、平成20年２月28日開催

の当社定時株主総会において定款の一部変更が承認可決さ

れ、新たな事業目的として「特定目的会社、特別目的会社

（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定

める会社）および不動産投資信託に対する出資ならびに出

資持分の売買、仲介および管理」を追加し、同取引を営業

取引として行うこととしたために変更するものでありま

す。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

営業収益、営業総利益及び営業利益はそれぞれ3,397百万

円増加しておりますが、経常利益に与える影響はありませ

ん。 

 ────────  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

（損益計算書） 

１．営業収益は、前事業年度まで各費目毎に区分掲記して

おりましたが、経理システムの変更を機に、損益計算

書の一覧性と明瞭性を確保するため、当事業年度より

部門毎に掲記する方法に変更いたしました。 

（損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「デリバティ

ブ評価損」（当事業年度は３百万円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「雑損失」に含めて表示することにいたしました。  

２．営業原価は、前事業年度まで各費目毎に区分掲記して

おりましたが、経理システムの変更を機に、損益計算

書の一覧性と明瞭性を確保するため、当事業年度より

営業原価明細表に掲記する方法に変更いたしました。

  

３．販売費及び一般管理費は、前事業年度まで各費目毎に

区分掲記しておりましたが、経理システムの変更を機

に、損益計算書の一覧性と明瞭性を確保するため、当

事業年度より一括に掲記し、その主要な費目及び金額

を注記する方法に変更いたしました。 
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追加情報

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

固定資産（信託受益権）の譲渡 

平成20年４月14日に譲渡契約を締結した固定資産（信託受

益権）について、竣工、決済及び引渡を平成21年２月27日

に予定しております。 

なお、詳細は以下の通りであります。 

──────── 

譲渡する資産 
土地および建物を信託財産とする 
信託受益権 

所在地 兵庫県神戸市灘区灘浜町２番１号 

敷地面積 ㎡  32,807.72

延床面積 ㎡  76,106.95

譲渡価額 百万円  11,100

帳簿価額※ 百万円  10,522

譲渡先 ローズヒップ・リアルティ合同会社

  

※平成21年２月27日の引渡時点における帳簿価額の見込額

であります。 

 なお、本件につきましては平成12年７月31日付「特別

目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計

処理に関する実務指針」に基づき、金融取引として処理

する予定であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度（平成20年11月30日） 当事業年度（平成21年11月30日） 

※１．このうち土地、建物の期末簿価3,078百万円は、１

年内返済予定の長期借入金2,681百万円、長期借入金

1,047百万円の担保に供しております。 

 また、投資有価証券の14百万円は、宅地建物取引の

保証金として東京都に差入れております。 

※１．このうち土地、建物、信託土地、信託建物及び信託

構築物の期末簿価19,668百万円は、短期借入金3,000

百万円、１年内返済予定の長期借入金1,143百万円、

長期借入金9,286百万円の担保に供しております。 

 また、投資有価証券のうち14百万円は、宅地建物取

引の保証金として東京都に供託をしております。 

※２．国庫補助金等による圧縮記帳額 ※２．国庫補助金等による圧縮記帳額 

建物 百万円1,401

構築物  31

機械及び装置  252

工具、器具及び備品  9

計  1,695

建物  百万円 1,401

構築物      31

機械及び装置     252

工具、器具及び備品          9

計     1,695

※３．未払法人税等 

 未払法人税等のうち、未収法人税134百万円を相殺

しております。 

※３．未払法人税等 

 未払法人税等のうち、未収法人税84百万円を相殺し

ております。 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※１．関係会社に対する取引額は次のとおりであります。 ※１．関係会社に対する取引額は次のとおりであります。

営業原価 百万円1,046

販売費及び一般管理費  16

計  1,062

営業原価 百万円941

販売費及び一般管理費  15

計  956

（営業外収益） 

受取配当金    百万円29

受取利息  18

雑収入  11

計  59

（営業外収益） 

受取配当金 百万円43

受取利息  28

雑収入  4

計  76

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。なお、販売費に属する費用のお

およその割合は1.2%、一般管理費に属する費用のお

およその割合は98.8%であります。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。なお、販売費に属する費用のお

およその割合は0.9%、一般管理費に属する費用のお

およその割合は99.1%であります。 

役員報酬 百万円153

給料手当  154

賞与  78

退職給付費用  43

役員退職慰労引当金繰

入額 

 14

役員賞与引当金繰入額  50

公租公課   92

雑費  143

減価償却費  10

役員報酬 百万円114

給料手当  154

賞与  78

退職給付費用  2

役員退職慰労引当金繰

入額 

 44

公租公課   53

雑費  82

減価償却費  34

業務委託費  51

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 建物 百万円 0

 車両運搬具   0

 計  0

 建物 百万円 83

 機械装置  2

 車両運搬具   0

 土地  481

 計  567
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前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 百万円46

構築物  4

機械装置  0

車両運搬具  0

工具、器具及び備品  0

ソフトウェア  2

撤去・処分  54

計  109

建物 百万円8

車両運搬具   0

工具、器具及び備品  0

計  9

 ※５．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。  ※５．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物 百万円252

機械装置  8

工具、器具及び備品  8

土地  924

その他  9

計  1,202

機械装置 百万円1

車両運搬具  0

工具、器具及び備品   1

計  3

※６．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

    ──────── 

  

場所 用途 種類 減損損失 

東京都中央区 

賃貸マンショ
ン、スポーツ
施設、レジャ
ー施設 

建物、構築
物、機械装
置、工具、器
具及び備品、
ソフトウェア 

百万円205

静岡県浜松市 スポーツ施設 土地、借地権 百万円638

  

 減損損失の算定にあたっては、事業所別の管理会計

上の区分等を概ね独立したキャッシュ・フローを生み

出す 小単位として、資産のグルーピングを行ってお

ります。 

 上記資産グループについては、施設の閉鎖や著しい

時価の下落等が認められ、将来キャッシュ・フローに

よって当資産グループの帳簿価額を全額回収出来る可

能性が低いと判断し、当資産グループに係る帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額843百万円を

減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、東京都中

央区の賃貸マンション等については個別に見積もり算

定した正味売却価額により測定しております。また静

岡県浜松市のスポーツ施設については使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを約3.4％で

割り引いて算定しております。 
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前事業年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,774,478株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

1,773,600株、単元未満株式の買取りによる増加878株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少531,871株は、簡易株式交換によるイヌイ運送㈱の完全子会社化に

よる減少531,778株、単元未満株式の買増請求による減少93株であります。 

当事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,811株は、単元未満株式の買取等による増加であります。 

  

  

（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）１、２  996,803  1,774,478  531,871  2,239,410

 合計  996,803  1,774,478  531,871  2,239,410

  
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）１  2,239,410  1,811     －  2,241,221

 合計  2,239,410  1,811     －  2,241,221
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30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（借主側） 

 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 

（注）取得価格相当額は、有形固定資産の期末残高等に占

   める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支

   払利子込み法により算定しております。 

 ②未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額   

（注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の

   期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

  ③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

  却費相当額及び減損損失  

  

  
 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  0  0  0

工具、器具及び
備品 

 121  53  68

ソフトウェア  129  58  70

合計  251  112  138

１年以内 百万円55

１年超  83

合計  138

支払リース料 百万円57

減価償却費相当額  57

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取引 

 (1) リース資産の内容 

  有形固定資産 

   主としてコンピューター端末機であります。 

  無形固定資産 

   ソフトウェアであります。  

 (2) リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

   に記載のとおりであります。  

   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11月30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  

（注）取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占

める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

  
 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  0  0  0

工具、器具及び
備品 

 104  62  41

ソフトウェア  121  79  41

合計  225  142  82

  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、残存価格を零としる定額

法により算定しております。 

 ②未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 百万円46

１年超  36

合計  82

2.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料  

  

１年以内 百万円3

１年超  3

合計  7

（注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の

   期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。  

 ③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

  却費相当額及び減損損失 

（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。  

支払リース料 百万円53

減価償却費相当額  53

   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、残存価格を零とする定額

法により算定しております。   
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前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

2.オペレーティング・リース取引（借主側）  

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

 係る未経過リース料 

  

3.オペレーティング・リース取引（貸主側）  

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

１年以内 百万円3

１年超  2

合計  6

１年以内 百万円264

１年超  3,916

合計    4,180

  (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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 前事業年度（平成20年11月30日現在）及び当事業年度（平成21年11月30日現在）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11月30日） 

当事業年度 
（平成21年11月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

未払事業税 百万円63

役員退職慰労引当金  61

会員権評価損  42

繰延控除対象外消費税  23

減損損失   611

固定資産撤去費用引当金   82

建物等臨時償却費  42

関係会社株式評価損  73

その他  33

繰延税金資産合計  1,035

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 百万円△206

繰延税金負債合計  △206

繰延税金資産の純額  828

長期未払金 百万円58

会員権評価損  44

繰延控除対象外消費税  16

減損損失   538

固定資産撤去費用引当金   15

建物等臨時償却費  42

関係会社株式評価損  73

その他  27

繰延税金資産小計  817

評価性引当額     △646

繰延税金資産合計  171

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 百万円△146

固定資産圧縮積立金   △177

その他   △30

繰延税金負債合計  △354

繰延税金負債の純額  △183

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

との差異の主な項目別の内訳 

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

との差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率 ％ 40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

％ 1.5

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

％ △0.8

住民税均等割等 ％ 0.4

抱合株式消滅差益 ％ △10.6

その他 ％ 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％ 31.2

法定実効税率 ％ 40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

％ 0.4

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

％ △1.0

住民税均等割等 ％ 0.5

評価性引当額 ％ 34.9

その他 ％ 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％ 76.0
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（企業結合等関係）

前事業年度 
（自 平成19年12月1日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月1日 
至 平成21年11月30日） 

 イヌイ建物グループは、中長期経営ビジョンの中で事業

シナジーを勘案したグループ経営の効率化、グループ全体

での資産ポートフォリオの 適化及び時代の要請に見合っ

たグループ経営統治を掲げております。 

 資産ポートフォリオの 適化やグループ経営効率化を目

的とした、会社分割による子会社の一部事業の承継、簡易

株式交換による完全子会社化については下記のとおりであ

ります。 

   ────────  

１．会社分割による子会社の一部事業の承継について 

 当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、平

成20年６月１日を効力発生日として当社１００％子会社で

あるプラザサービス株式会社の資産管理部門に関する事業

を会社分割により承継することを決議し、平成20年６月１

日にこれを実行いたしました。 

    

（１）結合当事企業の名称と事業内容 

①承継会社 

名称   イヌイ建物株式会社 

事業内容 物流事業、不動産事業 

             

②分割会社 

名称   プラザサービス株式会社 

事業内容 不動産事業、レジャー事業 

  

（２）会社分割の要旨 

①法的形式 

プラザサービス株式会社を分割会社、当社を承継会

社とする吸収分割方式です。 

 ※本会社分割は、承継会社である当社においては会

社法第７９６条第３項に定める簡易吸収分割、ま

た、分割会社であるプラザサービス株式会社にお

いては同法第７８４条第１項に定める略式吸収分

割の要件を満たすため、いずれも株主総会の承認

決議を経ずに行いました。 

  

②承継会社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割に関してプラザサービス株式会

社が本件事業に関して有する資産、債務、契約上の

地位及びこれらの契約に基づき発生する権利義務、

並びに許認可等を承継いたしました。 

  

（３）承継する事業部門の概要 

 承継する部門の事業内容 

所有資産の賃貸借、管理及び諸設備の保守、営繕業

務、有価証券の保有 
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前事業年度 
（自 平成19年12月1日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月1日 
至 平成21年11月30日） 

（４）実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、

共通支配下の取引として処理しております。 

  

 承継する資産、負債の項目及び金額   

流動資産 ６８百万円 

固定資産 ４，３１２百万円 

資産合計 ４，３８０百万円 

流動負債 ６８９百万円 

固定負債 ２，６３２百万円 

負債合計 ３，３２２百万円 

  

 効力発生日（平成20年６月１日）におけるプラザサービ

ス株式会社から受け入れた株主資本相当額と当社が保有す

る同社株式の帳簿価額（分割に係る抱合せ株式の適正な帳

簿価額のうち、受け入れた資産及び負債と引き換えられた

ものとみなされる額）との差額である561百万円を特別利

益の「抱合株式消滅差益」として計上いたしました。 

  

２．簡易株式交換によるイヌイ運送株式会社の完全子会社

化について 

 当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、平

成20年７月１日を効力発生日として、イヌイ運送株式会社

を完全子会社化とする株式交換を行うことを決議し、平成

20年７月１日にこれを実行いたしました。 

  

 （１）被取得企業の名称 

 イヌイ運送株式会社 

  

 （２）被取得企業の事業の内容 

 一般貨物自動車運送事業 

  

 （３）法的形式 

 株式交換 

なお、本株式交換は、当社においては、会社法第７

９６条第３項の規定に基づき簡易株式交換の手続き

により、株主総会の承認決議を経ずに行いました。 

  

 （４）結合後企業の名称 

 結合後企業の名称に変更はありません。 

  

－70－

イヌイ倉庫㈱　（9308）　平成21年11月期　決算短信



  

前事業年度 
（自 平成19年12月1日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月1日 
至 平成21年11月30日） 

 （５）株式交換に係る割当ての内容   

会社名 
イヌイ建物 
株式会社 

（完全親会社） 

イヌイ運送 
株式会社 

（完全子会社） 

 株式交換比率  1  0.33

 株式交換により 
交付する株式数 

 普通株式：５３１，７７８株 
（当社は、その保有する自己株式５３
１，７７８株を株式交換による割当て
に充当いたします。ただし、当社が保
有するイヌイ運送株式３，２４８，５
５０株については、株式交換による株
式の割当ては行いません。) 

  

 （６）株式交換に係る割当て内容の算定根拠等 

 本株式交換に用いられる株式交換比率の算定の公

正性を期すために、当社は第三者算定機関である株

式会社スピアヘッド・アドバイザーズに株式交換比

率の算定を依頼しました。 

 株式会社スピアヘッド・アドバイザーズは算定の

根拠として、当社の株主価値については市場株価平

均法により、イヌイ運送株式会社の株主価値につい

ては修正簿価純資産法とDCF法との折衷法により算定

いたしました。 

  

 （７）取得の対価   

イヌイ建物（株）株式 ６７３百万円   

 （８）実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、

共通支配下の取引として処理しております。 

  

イヌイ運送株式会社の資産・負債の状況 

（平成20年６月30日現在） 

  

流動資産 １，２６２百万円 

固定資産 １，４３１百万円 

資産合計 ２，６９４百万円 

流動負債 ４１９百万円 

固定負債 ５３百万円 

負債合計 ４７３百万円 
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 （注）１.１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。 

２．１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。 

  

   該当事項はありません。  

  

  

(1）役員の異動 

  

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12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１株当たり純資産額 円 1,003.71 １株当たり純資産額 円 1,004.01

１株当たり当期純利益金額 円 85.74 １株当たり当期純利益金額 円 27.76

 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。 

 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。 

  
前事業年度 

(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

当期純利益 （百万円）  1,488  443

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）  1,488  443

期中平均株式数 （株）  17,362,264  15,959,988

  
前事業年度 

(平成20年11月30日) 
当事業年度 

(平成21年11月30日) 

純資産の部の合計額 （百万円）  16,019  16,022

純資産の部の合計額から控除す

る金額 
（百万円）  －     － 

普通株式に係る期末の純資産額 （百万円）  16,019  16,022

期末の普通株式の数 （株）  15,960,590  15,958,779

（重要な後発事象）

６．その他
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