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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 38,124 3.2 2,200 49.3 2,229 46.3 988 46.1
21年3月期 36,940 △3.3 1,473 △13.0 1,523 △16.2 676 △29.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 96.58 ― 7.8 9.1 5.8
21年3月期 65.75 ― 5.6 6.3 4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 25,385 13,145 51.8 1,283.78
21年3月期 23,813 12,327 51.8 1,203.87

（参考） 自己資本   22年3月期  13,145百万円 21年3月期  12,327百万円

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

22年3月期 1,626 △468 △840 2,229
21年3月期 1,010 △394 △957 1,911

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 205 30.4 1.7
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 204 20.7 1.6

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 27.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

18,670 3.0 540 △24.2 560 △22.7 300 △28.6 29.30

通期 38,000 △0.3 1,320 △40.0 1,360 △39.0 740 △25.2 72.27

－ 1 －



4.  その他 

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

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(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、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 10,300,000株 21年3月期 10,300,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  60,119株 21年3月期  60,069株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 37,514 2.8 1,789 61.9 1,828 56.7 762 59.2
21年3月期 36,501 △4.1 1,105 △21.9 1,166 △24.1 479 △40.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 74.51 ―

21年3月期 46.57 ―

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

22年3月期 25,333 12,373 48.8 1,208.39
21年3月期 23,773 11,781 49.6 1,150.55

（参考） 自己資本 22年3月期  12,373百万円 21年3月期  11,781百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

18,390 3.1 460 △23.0 480 △22.7 260 △28.5 25.39

通期 37,400 △0.3 1,120 △37.4 1,160 △36.5 630 △17.4 61.52

－ 2 －



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度における日本経済は、中国などアジア向け需要拡大により輸出と生産が増加基調を続け、また経

済対策の効果などから耐久消費財を中心に内需にも持ち直しの動きが続くなど景気の持ち直しにより企業収益に改

善がみられたものの、円高やデフレ状況、設備投資の減少や厳しい雇用・所得環境に伴う個人消費の弱まりなど依

然として厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループが属する物流業界におきましては、景気の持ち直しに伴い生産水準は回復移行期にあるものの本格

回復には至らず、個人消費の低調さも加わり国内物流および国際物流ともに物流量は全般的に伸び悩み、依然とし

て厳しい経営環境に直面しております。また、当社グループの主力である家電物流も個人消費の落ち込みにより苦

戦が続いておりますが、政府のグリーン家電普及促進事業（エコポイント制度）の効果により、薄型テレビを中心

に省エネ家電が伸びるなど持ち直しの動きがみられました。 

 このような経営環境におきまして、当社グループは機動的な経営戦略や経営基盤の強化を推進するため、①コス

ト競争力の更なる強化、②他社との差別化、③新規顧客の開拓という３つの施策を掲げ、それぞれにつき当社グル

ープの組織を横断したタスクフォースを立ち上げ積極的に推進してまいりました。具体的には、流通系３ＰＬシス

テム（※１）における倉庫内作業の効率化などローコストオペレーションの推進および運送費の低減、流通系共同

プラットフォーム（※２）を活用した営業強化によるメーカー物流の受託、同業他社との共同化の推進、宅配・設

置事業の全国展開を見据えた取引拡大、他社とのアライアンスの推進、国内外一貫輸送サービス体制の構築による

メーカー物流等の受託、ＩＴ関連メーカーおよび異業種向け提案の強化など新規顧客開拓への取組み、また間接コ

ストの削減など利益確保に向けた施策を積極的に推進してまいりました。  

 以上の結果、当連結会計年度の営業収益は、エコポイント制度による物流量の回復は見られたものの、デフレ環

境の影響もあり伸び悩み、微増の38,124百万円（前期比3.2％増）となりました。また、利益面におきましては、

倉庫内オペレーション業務の改善、運送原価の低減および間接経費削減などの一層のコスト競争力の強化に努めた

ことにより、営業利益は2,200百万円（同49.3％増）、経常利益は2,229百万円（同46.3％増）、当期純利益は988

百万円（同46.1％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

（事業の種類別セグメントごとの概況） 

ａ．ロジスティクス・ソリューション事業 

 ロジスティクス・ソリューション事業におきましては、個人消費の低迷および家電製品の激しい価格競争な

ど市場環境は依然として厳しいものの、「エコポイント」効果による薄型テレビおよび冷蔵庫を中心とした省

エネ家電の伸びに支えられ、年末商戦から第４四半期まで継続的に荷動きは回復傾向で推移いたしました。こ

のような環境のもと、当社グループは、既存顧客との取引拡大および新規顧客の獲得、宅配・設置事業の事業

領域拡大等の営業強化を推進する一方で、倉庫内オペレーション業務の改善、外注コストとなる運送原価など

の一層のコスト低減に努めた結果、営業収益は17,365百万円（前期比6.4％増）、営業利益は1,890百万円（同

51.5％増）となりました。 

ｂ．国際物流事業 

 国際物流事業におきましては、低価格競争が展開される中で既存顧客の物流量の確保と未受託案件への積極

的なアプローチに努めるとともに輸入を中心とした新規顧客開拓およびＮＶＯＣＣ事業（フォーワーディング

代理店）に積極的に取り組みました。これにより、営業収益は1,182百万円（前期比8.0％増）、営業利益は

145百万円（同0.1％増）となりました。 

ｃ．国内一般物流事業 

 国内一般物流事業におきましては、流通系共同プラットフォーム（※２）を活用した家電メーカー等の物流

受託、家電物流以外への事業領域の拡大、同業他社との共同物流による事業規模拡大等を推進し、また既存顧

客における再生可能エネルギー分野への取り組みを強化いたしました。この結果、国内メーカーの生産再開に

よる物流量の回復、再生可能エネルギー分野での物流量の拡大、新規顧客獲得による物流量の底上げ、および

継続的な原価低減活動が寄与し、営業収益は19,576百万円（前期比0.3％増）、営業利益は1,686百万円（同

17.8％増）となりました。 

（※１）３ＰＬ 

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

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

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

庫管理、 情報管理、 品揃えや人材配置についても提案します。 

（※２）共同プラットフォーム 

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

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

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

１．経営成績
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ターへの配送頻度の効率化が図れます。当社は、この共同プラットフォーム化した物流センターの運営を国内各メーカーに

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

築し、利益の源泉を拡げ、さらに事業領域を拡大していく所存であります。 
  

②次期の見通し 

 今後の日本経済の見通しにつきましては、海外経済の改善や経済対策の効果による企業収益の増加、設備投資の

下げ止まりなど景気に持ち直しの動きは見られるものの、企業設備投資の拡大も期待できず雇用環境および個人消

費の悪化も懸念され、デフレ経済環境からの脱却には時間を要するものと予想されます。 

 一方、物流業界においては、国際物流分野は新興国の経済拡大政策等により回復の兆しが見受けられるものの、

国内物流では、設備投資、個人消費および住宅関連等の低迷と国内生産の空洞化の一層の進展等により、物流量は

伸び悩む状況にあります。当社が主力とする家電業界はエコポイント制度や地上デジタル放送等の需要により短期

的には恵まれた事業環境にありますが、自律的な経済回復が不透明な状況においては、中期的な成長戦略を元に重

点施策を着実に推進することが重要であります。これに伴い、中期経営計画において当社は更なる営業開発力の強

化を図り、既存事業への深耕とともに新たな事業領域への進出に挑戦することを柱に推進してまいります。 

 なお、平成23年３月期の重点施策は次のとおりでありますが、家電３ＰＬのＮｏ.１企業として継続的な成長を

維持し、当社のコア事業であるメーカー物流事業の強化と成長著しい家電宅配・設置事業の事業規模の拡大を経営

戦略の骨子に物流品質の向上、継続的な原価低減活動と効率化を推進し、中長期の持続的な成長を目指してまいる

所存であります。 

（ロジスティクス・ソリューション事業） 

・既存顧客への新カテゴリー分野への事業領域拡大 

・ローコストオペレーションの一層の推進による収益力の底上げ 

・宅配・設置事業の拡販 

 （他社との協業推進、全国エリア取引先とのアライアンス強化、エコ関連業務受託強化） 

（国際物流事業） 

・中国をベースとした新規事業開拓 

・メーカー物流の国内外一貫物流の受託推進 

（国内一般物流事業） 

・メーカー物流の国内外一貫サービスによる国内物流量の確保 

・新規事業分野（ソーラーシステム、二次電池、ＨＥＶ等）の取引拡大 

・家電共同プラットフォームを核にしたメーカー物流の受託強化 

 （共同物流の強化、メーカー物流の効率化・ＣＯ２削減を中心にした提案強化） 

・協業会社との共同提案による物流開拓 

（各事業共通重点施策） 

・原価低減活動、経費削減活動の継続的な取り組み 

・ＣＳＲ経営の推進（顧客満足度の向上、環境経営の実現、地域社会貢献、取引先等との共存共栄、コーポレ

ート・ガバナンスの強化） 

  

 以上の事業方針により、平成23年３月期通期の業績見通し（連結）につきましては、新規事業領域等への成長戦

略投資（人材、倉庫等）の積極的な実践とエコポイント制度の終結見込みを勘案し、営業収益38,000百万円（前期

比0.3％減）、営業利益1,320百万円（同40.0％減）、経常利益1,360百万円（同39.0％減）、当期純利益740百万円

（同25.2％減）を見込んでおります。 

  

③目標とする経営指標の達成状況 

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

目標としてまいりました。 

ａ.営業収益を500億円 

ｂ.営業利益率を５％以上 

ｃ.１株当たり利益（ＥＰＳ）を130円以上 

 当期における達成状況としては、営業収益381億円、１株当たり利益96円58銭といずれも目標未達となりました

が、営業利益率につきましては、5.8％となり目標を達成いたしました。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

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

収入金、立替金、預け金およびリース資産の増加等により1,572百万円増加し、負債はリース債務および未払法人

税等の増加等により753百万円増加いたしました。また、純資産は当期純利益988百万円等により818百万円増加い

たしました。 
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②連結キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より317百万円増

加し、当連結会計年度末には2,229百万円となりました。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、1,626百万円（前期比60.9％増）となりました。これは、主に税金等調整前当

期純利益1,722百万円、減価償却費529百万円、投資有価証券評価損454百万円等による増加と売上債権の増加額625

百万円、法人税等の支払額530百万円等による減少の結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は、468百万円（前期比18.8％増）となりました。これは、主に有形固定資産の取

得による支出162百万円、差入保証金の差入による支出215百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は、840百万円（前期比12.2％減）となりました。これは、主に長期借入金の返済

による支出505百万円、配当金の支払額204百万円によるものであります。 

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

 (注)自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。 

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

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

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

す。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置づけており、各決算期の業績等を勘案し、財務体質

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

ては、物流拠点の拡充・強化に充当し、経営基盤の強化に努める所存であります。 

 平成22年３月期の期末配当金につきましては、前期末の期末配当金と同額の10円とし、中間期末配当金10円と合

わせた年間配当金は20円となる予定であります。 

 また、平成23年3月期の配当につきましては、中間期末配当金10円、期末配当金10円とし、年間配当金20円を予

定しております。 

  

  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 平成22年３月期

自己資本比率（％）  36.1  41.3  48.8  51.8  51.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 58.6  52.4  59.6  39.6  56.6

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 4.3  1.9  0.9  1.6  1.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 17.3  36.0  48.8  23.5  34.5

三洋電機ロジスティクス㈱（9379）　平成22年３月期決算短信

－ 5 －



 関係会社の状況 

 ［親会社］ 

（注）１．有価証券報告書の提出会社であります。 

   ２．議決権の被所有割合の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 

  

 ［連結子会社］ 

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しております。 

  

 なお、 近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「事業の内容」から重要な変更がないため、「事

業の内容」の開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

①経営理念 

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

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

針となる社員の「行動基準」の３本柱で構成されております。 

＜経営スローガン＞ 

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

＜企業コンセプト＞ 

・国際性豊かな企業 

・進取の気質に富む企業 

・豊かな創造性を発揮する企業 

・環境との調和を大切にする企業 

＜行動基準＞ 

人には愛と信頼と意欲を持ち、物には疑問と関心と感動を覚えたい。 

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

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

 そのためには、個人の殻を破り新しい風を吹き込もう！） 

②経営方針 

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

ともに、常に経営革新を進め、企業価値向上を図ってまいります。 

２．企業集団の状況

名称 住所 
資本金

（百万円） 
主要な事業の内容

議決権の被所
有割合（％） 

関係内容

パナソニック株式会社 
（注）１  

大阪府門真市  258,740
電気・電子機器等の
製造・販売 

 
  

58.0
(58.0)

当社の親会社である
三洋電機株式会社の
親会社であります。 

三洋電機株式会社 
（注）１ 

大阪府守口市  322,242
電気機械器具等の製
造販売  58.0

同社製品の運送、保
管・荷役を行い、同
社より土地・建物を
賃借している。 

名称 住所 
資本金

（百万円） 
主要な事業の内容

議決権の所有
割合（％） 

関係内容

三洋ロジテクサービス
株式会社（注）２ 

大阪府枚方市  30
ロジスティクス・ 
ソリューション事業 
国内一般物流事業 

 100.0

当社物流センターの
荷役作業および管理
運営を行っている。 
役員の兼任あり。 

北海道三洋ロジスティ
クス株式会社 

札幌市清田区  30
ロジスティクス・ 
ソリューション事業 
国内一般物流事業 

 100.0

北海道地区において
当社より物流業務を
受託している。 
役員の兼任あり。 

３．経営方針
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 具体的には、「国内事業で断トツの競争基盤の確立と異業種・中国への展開に挑戦する」を中期経営計画の柱と

し、経営環境の変化に対応できる機動的な組織構造の確立に取組むとともに、成長市場への積極的な国内外の需要

開拓と現場力の更なる向上に傾注する所存であります。また、新たな成長ドライバーへの投資、人材育成、各バリ

ュープランを創造、構築、強化できる企業へ成長する所存であります。加えて、これら経営ビジョンの推進にあた

り中期経営課題である自主独立経営体質の確立、事業課題であるコスト競争力強化、他社との差別化、新規顧客開

拓力強化を経営戦略上の重点施策とし業容の拡大を図るとともに、安全輸送の推進や地球環境への配慮など、企業

市民として求められる社会的責任も果たしていく所存であります。 

(2）目標とする経営指標 

 近年の経済環境を踏まえ中期経営計画の見直しを行い、次の経営指標を目標としております。 

  ①営業収益を450億円 

  ②営業利益率を５％以上 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 世界経済は中国など新興諸国の回復に支えられ危機を脱しつつあるものの物流市場の規模は伸び悩み、また厳しさ

を増すグローバルな競争環境において、当社グループは、生き残りをかけて経営改革のスピードアップおよびその成

果の 大化を図っていく所存であります。そのため、当社グループは今後、３ＰＬ事業を中核事業として宅配・設置

などの周辺事業も含めさらなる取引拡大を図るとともに、３ＰＬ事業のシナジー効果を活用した自社物流センターの

共同プラットフォーム化を促進してまいります。また、アライアンスを活用した国際一貫物流サービスの提供など国

際物流事業の強化、国内物流におけるメーカー物流および部品物流の取引拡大を積極的に推進していく所存です。加

えて、成長著しい宅配設置事業等の拡大を図るにあたっては、家電宅配・設置の潜在市場規模も大きく当社がこれま

での事業展開の中で培った家電のノウハウ、ソリューション・マネジメントおよび物流情報ネットワークを駆使した

物流コスト削減や在庫圧縮等に関するソリューション力とのシナジー効果を打ち出し、全国をカバーするプレイヤー

への成長基盤を構築し、今後の成長エンジンとしてまいる所存であります。また、当社の強みは、家電に関する物流

のノウハウの保有やプラットフォーム型物流センターの運営による情報ネットワークおよび物流ネットワーク力を中

核にしたトータル・ロジスティクス・ソリューション力にあります。当社は、この強みを活用して積極的な市場開拓

を図り大手家電量販店向けの３ＰＬ事業における物流実績を築き、成長の源泉として堅調に事業領域の拡大を図って

まいりました。これら三洋電機グループ以外の荷主企業（外販荷主）の獲得をさらに加速することで、同グループに

依存しない自主独立経営体質を確立し、ビジネスチャンスを拡大してまいります。なお、平成22年３月期における当

社の連結営業収益に占める同グループ向けの営業収益の割合は40.3％となりましたが、さらに外販拡大に取り組むこ

とにより、新たな利益の創出を図ってまいる所存であります。 

  

（セグメント別事業戦略） 

当社グループの事業のセグメント別の事業戦略は次のとおりです。 

①ロジスティクス・ソリューション事業 

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

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

拡大等に取組み、収益の拡大を図ってまいります。 

 また、家電商品の宅配・設置事業におきましては、家電量販店、通販会社、ＧＭＳ（※）系への取組みを強化す

るとともに、全国規模の取組みを強化し、事業規模の拡大と利益率の向上を図ってまいる所存であります。 

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

②国際物流事業 

 世界経済は目下、深刻な経済危機からの回復移行期にありますが、日本企業においては外需主導で成長する過程

でグローバル化が進展し、アジア地域を中心とした新興諸国への生産拠点の移管を積極的に推進してまいりまし

た。当社は国際物流の重要性を認識し、中国からのシームレスな国際物流サービスの提供に積極的に取り組んでま

いりました。当社は、三洋電機製品を中心に国内市場の要求に合わせて出荷体制を整え、顧客のトータル物流コス

ト削減に寄与するとともに、顧客のビジネススタイルに合わせサポートする体制を整えております。 

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

補先のインフラを利用した、海外現地メーカーからの仕入れ（買付け）など海外現地調達から国内物流プラットフ

ォーム（当社物流センター）へのコンソリデーション（※２）に至るまでの一貫した国際物流サービス体制の整備

に取り組んでおります。 

（※１）グローバル・ワンストップサービスとは、製品の生産地（海外）から消費地（国内）に至る輸送環境を評価・選択し、 適な

陸・海・空の国際一貫輸送を行うこと。 

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

行うこと。 

三洋電機ロジスティクス㈱（9379）　平成22年３月期決算短信

－ 7 －



③国内一般物流事業 

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

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

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

３ＰＬ事業のシナジー効果を活用した自社物流センターの共同プラットフォーム化を促進してまいります。具体的

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

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

に、同業他社との共同物流、既存取引先メーカーとの取引拡大、物流コンペへの参加によるスポット的物流受託の

推進および積極的な設備投資などにより、外販荷主の獲得を図ってまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループが事業基盤におく家電業界は、生き残りをかけた大手家電量販店やＧＭＳ系などの流通系顧客の再

編・統合、大手家電メーカーの選択と集中による水平分業型経営の選択や事業領域の縮小および海外依存の増加基

調など顧客経営の変化が加速し、当社グループの経営環境も不確実性が高くなりました。また、国内家電市場全般

の飽和状況および少子化による物流量の低下など抜本的な課題もあります。 

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

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

強化を推進するキーワードを「変化対応力」「新しいことにチャレンジする勇気」と認識し、以下の基本方針と事

業方針を掲げ、積極的に推進していく所存であります。 

＜基本方針＞ 

１．経営環境の変化に対応できる機動的な組織構造の確立を取り組むとともに、成長市場への積極的な国内外の需

要開拓と現場力の更なる向上に傾注してまいります。また、新たな成長ドライバーへの投資、人材育成、各バ

リュープランを創造、構築、強化できる企業へと成長してまいります。 

２．中期経営課題である自主独立経営体質の確立、事業課題である①コスト競争力の更なる強化、②他社との差別

化、③新規顧客開拓力の強化を進めてまいります。  

 （事業課題）  

①コスト競争力の更なる強化 

 日本経済の低成長持続という環境では、いずれの業界でも先ずコストの優劣が今後ますます勝敗を分ける決

め手となり、特に物流業界ではこの傾向が加速していくものと思われます。当社グループにおいては、ローコ

ストオペレーションの一層の推進、間接コストの削減等を徹底し、損益分岐点の引下げ、収益力の底上げを図

ってまいります。 

②他社との差別化 

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

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

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

③新規顧客開拓力の強化 

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

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

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

イナミックに展開してまいります。  

＜事業方針＞  

１．当社グループの営業開発力の強化を図り、新たな事業領域への事業進出を推進してまいります。 

２．既存顧客への事業深耕、成長分野の宅配・設置事業、家電の共同インフラへのメーカー物流の取込み強化を推

進してまいります。 

３．競争力を強化するため、経営効率性を重視した収益管理を推進してまいります。 

４．国内外一貫物流の強化により生産から販売までの物流受託を推進してまいります。 

５．ＣＳＲ経営（※）を推進してまいります。  

 （※）具体的には、環境経営の実現、地域社会貢献、お客様とのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係構築、取引先との共存共

栄、社員のモチベーション向上のための環境作り、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいり

ます。 

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

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

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 57,064 54,466

受取手形及び営業未収入金 6,459,322 7,085,923

商品及び製品 114,871 1,979

繰延税金資産 92,806 130,140

預け金 1,854,630 2,175,083

その他 386,597 882,380

貸倒引当金 △1,690 △1,895

流動資産合計 8,963,602 10,328,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,951,591 5,007,499

減価償却累計額 △1,261,842 △1,471,657

建物及び構築物（純額） 3,689,749 3,535,841

機械装置及び運搬具 371,135 384,622

減価償却累計額 △286,130 △251,076

機械装置及び運搬具（純額） 85,005 133,545

土地 5,417,355 5,417,355

リース資産 195,042 428,332

減価償却累計額 △10,233 △86,164

リース資産（純額） 184,809 342,168

その他 141,190 176,989

減価償却累計額 △110,567 △128,492

その他（純額） 30,623 48,497

有形固定資産合計 9,407,542 9,477,408

無形固定資産   

ソフトウエア 405,101 335,965

リース資産 5,760 286,951

その他 11,260 11,260

無形固定資産合計 422,122 634,177

投資その他の資産   

投資有価証券 2,561,111 2,159,703

繰延税金資産 513,919 667,973

差入保証金 1,912,765 2,087,237

その他 35,199 32,978

貸倒引当金 △2,640 △1,876

投資その他の資産合計 5,020,355 4,946,016

固定資産合計 14,850,021 15,057,602

資産合計 23,813,623 25,385,681
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,335,791 7,475,956

短期借入金 855,000 640,000

リース債務 39,367 155,111

未払法人税等 273,789 704,651

賞与引当金 119,614 116,691

設備関係支払手形 1,814 13,439

その他 1,105,594 1,259,372

流動負債合計 9,730,972 10,365,223

固定負債   

長期借入金 446,250 156,250

リース債務 162,989 523,086

退職給付引当金 948,476 1,009,159

役員退職慰労引当金 61,787 －

その他 135,595 186,163

固定負債合計 1,755,098 1,874,659

負債合計 11,486,070 12,239,882

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,362,400 1,362,400

資本剰余金 1,273,100 1,273,100

利益剰余金 9,795,457 10,579,586

自己株式 △61,232 △61,272

株主資本合計 12,369,725 13,153,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,478 △16,436

繰延ヘッジ損益 5,306 8,421

評価・換算差額等合計 △42,172 △8,015

純資産合計 12,327,552 13,145,798

負債純資産合計 23,813,623 25,385,681
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 36,940,228 38,124,194

営業原価 33,117,411 33,487,586

営業総利益 3,822,816 4,636,607

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,022,458 1,046,384

賞与引当金繰入額 30,631 29,858

退職給付費用 112,621 141,881

役員退職慰労引当金繰入額 17,161 19,123

賃借料 264,691 237,691

減価償却費 127,721 119,483

貸倒引当金繰入額 277 204

支払手数料 233,944 321,565

その他 539,480 519,518

販売費及び一般管理費合計 2,348,988 2,435,712

営業利益 1,473,828 2,200,895

営業外収益   

受取利息 52,040 37,079

受取配当金 7,497 7,858

受取賃貸料 3,655 5,528

受取手数料 15,381 13,156

その他 12,718 10,390

営業外収益合計 91,294 74,012

営業外費用   

支払利息 41,067 45,715

その他 327 29

営業外費用合計 41,395 45,744

経常利益 1,523,727 2,229,163

特別利益   

貸倒引当金戻入額 152 445

固定資産売却益 － ※1  54

受取補償金 － 29,874

特別利益合計 152 30,374

特別損失   

固定資産処分損 ※2  19,966 ※2  40,302

投資有価証券評価損 224,548 454,000

減損損失 － ※3  35,190

物流拠点移転・閉鎖損失 ※4  26,076 ※4  8,029

割増退職金 8,929 －

特別損失合計 279,520 537,521

税金等調整前当期純利益 1,244,358 1,722,016

法人税、住民税及び事業税 626,279 947,920

法人税等調整額 △58,620 △214,831

法人税等合計 567,658 733,089

当期純利益 676,699 988,926
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,362,400 1,362,400

当期末残高 1,362,400 1,362,400

資本剰余金   

前期末残高 1,273,100 1,273,100

当期末残高 1,273,100 1,273,100

利益剰余金   

前期末残高 9,324,756 9,795,457

当期変動額   

剰余金の配当 △205,999 △204,798

当期純利益 676,699 988,926

当期変動額合計 470,700 784,128

当期末残高 9,795,457 10,579,586

自己株式   

前期末残高 △13 △61,232

当期変動額   

自己株式の取得 △61,218 △40

当期変動額合計 △61,218 △40

当期末残高 △61,232 △61,272

株主資本合計   

前期末残高 11,960,242 12,369,725

当期変動額   

剰余金の配当 △205,999 △204,798

当期純利益 676,699 988,926

自己株式の取得 △61,218 △40

当期変動額合計 409,482 784,088

当期末残高 12,369,725 13,153,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 43,972 △47,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,451 31,041

当期変動額合計 △91,451 31,041

当期末残高 △47,478 △16,436

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △24,540 5,306

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,846 3,115

当期変動額合計 29,846 3,115

当期末残高 5,306 8,421

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,432 △42,172

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,604 34,157

当期変動額合計 △61,604 34,157

当期末残高 △42,172 △8,015
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 11,979,674 12,327,552

当期変動額   

剰余金の配当 △205,999 △204,798

当期純利益 676,699 988,926

自己株式の取得 △61,218 △40

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,604 34,157

当期変動額合計 347,877 818,245

当期末残高 12,327,552 13,145,798
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,244,358 1,722,016

減価償却費 432,796 529,408

減損損失 － 35,190

貸倒引当金の増減額（△は減少） 125 △559

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,069 △2,922

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,284 60,683

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,922 △61,787

受取利息及び受取配当金 △59,538 △44,937

支払利息 41,067 45,715

投資有価証券評価損益（△は益） 224,548 454,000

固定資産処分損益（△は益） 19,966 40,247

売上債権の増減額（△は増加） 362,581 △625,836

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,875 112,891

仕入債務の増減額（△は減少） △498,074 140,165

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,674 46,372

その他 190,657 △285,515

小計 1,764,645 2,165,132

利息及び配当金の受取額 71,718 38,914

利息の支払額 △43,011 △47,158

法人税等の支払額 △782,840 △530,678

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,010,512 1,626,209

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △35,051 △162,099

有形固定資産の売却による収入 1,497 793

無形固定資産の取得による支出 △125,740 △114,977

投資有価証券の取得による支出 △21,536 △244

差入保証金の差入による支出 △224,462 △215,815

差入保証金の回収による収入 6,123 41,343

その他 5,077 △17,143

投資活動によるキャッシュ・フロー △394,091 △468,143

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） △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △630,000 △505,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △130,286

配当金の支払額 △205,999 △204,798

自己株式の取得による支出 △61,218 △40

その他 △9,786 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △957,003 △840,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △340,619 317,854

現金及び現金同等物の期首残高 2,252,294 1,911,674

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,911,674 ※  2,229,529
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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

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ２社 

 連結子会社の名称 

 三洋ロジテクサービス㈱ 

 北海道三洋ロジスティクス㈱ 

同左 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

３．会計処理基準に関する事

項 
    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）によっておりま

す。 

①有価証券 

同左  

  その他有価証券 

・時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）によっております。 

  

  ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

  

  ②デリバティブ 

 時価法によっております。 

②デリバティブ 

同左 

  ③たな卸資産 

 先入先出法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）によっております。 

③たな卸資産 

 先入先出法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）によっております。

   （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

 これにより、利益に与える影響はあり

ません。 

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物      ２～43年 

 構築物     ２～28年 

 機械装置    10～17年 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物      ２～43年 

 構築物     ２～28年 

 機械装置    ６～17年 

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に 

基づく定額法によっております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ③リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

③リース資産 

同左 

  ④長期前払費用 

 定額法によっております。 

④長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払に

充てるため、支給見込額の当期負担額を

計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

  過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間（11～15年）による

定額法により費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間（11～15年）に

よる定額法により、それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理することとして

おります。 

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出に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

────── 

     （追加情報） 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく要支給額を計上

しておりましたが、平成21年６月24日開

催の定時株主総会終結の時をもって役員

退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の

要支給額を打切り支給すること並びに各

取締役及び監査役の退任時に支給するこ

とといたしました。 

 これに伴い、当連結会計年度におい

て、役員退職慰労引当金を全額取崩し、

打切り支給に伴う未払額38,540千円を固

定負債の「その他」に含めて表示してお

ります。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）重要なヘッジ会計の方

法 

 外貨建金銭債権債務に対し、為替変動リ

スクをヘッジするため為替予約を行い、振

当処理及び繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。また、有利子負債に対し、金利変動リ

スクをヘッジするため金利スワップを行

い、特例処理の要件を満たしているため特

例処理を行っております。為替予約、金利

スワップとも当社の規定に基づき行ってお

り、ヘッジ有効性の判定については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であることを確認しております。 

 外貨建金銭債権債務に対し、為替変動リ

スクをヘッジするため為替予約を行い、振

当処理及び繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。為替予約は当社の規定に基づき行って

おり、ヘッジ有効性の判定については、ヘ

ッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であることを確認しております。 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金、預け

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 これにより、利益に与える影響は軽微であります。 

────── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令第

50号）」が適用となることに伴い、前連結会計年度におい

て、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」と表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」は8,995千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めていた「ファイナンス・

リース債務の返済による支出」は金額的重要性が増したた

め当連結会計年度から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「フ

ァイナンス・リース債務の返済による支出」は△9,786千

円であります。 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── （金融商品関係） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

────── （賃貸等不動産関係） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に

関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年11

月28日）を適用しております。 
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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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

 １ 保証債務 

 従業員の金融機関からの住宅借入金等に対し、債

務保証を行っております。 

 １ 保証債務 

 従業員の金融機関からの住宅借入金等に対し、債

務保証を行っております。 

保証金額 千円30,295 保証金額 千円22,442

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── ※１ 固定資産売却益の内訳 

    機械装置及び運搬具        54千円 

※２ 固定資産処分損の内訳 ※２ 固定資産処分損の内訳 

（固定資産売却損の内訳） 

（固定資産除却損の内訳） 

建物及び構築物 千円3,583

機械装置及び運搬具  5

合計  3,589

建物及び構築物 千円7,807

機械装置及び運搬具  3,327

その他  422

ソフトウェア  4,819

合計  16,377

（固定資産売却損の内訳） 

（固定資産除却損の内訳） 

機械装置及び運搬具 千円571

合計  571

建物及び構築物 千円2,388

機械装置及び運搬具  327

その他  175

ソフトウェア  36,840

合計  39,731

────── ※３  減損損失  

当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。 

 資産のグルーピングは、営業拠点の区分をグルーピ

ングの基本単位としております。 

 上記の資産は、営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスであり、減損の兆候が確認されたため、建

物、構築物等の有形固定資産等について回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失35,190千円（建物

及び構築物11,973千円、その他23,216千円）として特

別損失に計上いたしました。 

 なお、回収可能価額は、キャッシュ・フローの獲得

が期待できないため、ゼロで評価しています。  

場所 用途 種類  
金額

（千円）

 埼玉県越谷市 
（越谷流通センター）

物流倉庫等 建物、工具
器具備品等 

35,190

合計   35,190

 ※４ 物流拠点移転・閉鎖損失 

 南大阪営業所の移転等に伴う費用等であります。 

 ※４ 物流拠点移転・閉鎖損失 

 南大阪営業所の移転等に伴う費用等であります。 
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前連結会計年度（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60,059株は、単元未満株式の買取りによる増加59株、取締役会決議によ

る自己株式の取得による増加60,000株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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50株は、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  10,300,000  －  －  10,300,000

合計  10,300,000  －  －  10,300,000

自己株式         

普通株式（注）  10  60,059  －  60,069

合計  10  60,059  －  60,069

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  102,999  10.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年10月23日 

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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

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

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  10,300,000  －  －  10,300,000

合計  10,300,000  －  －  10,300,000

自己株式         

普通株式（注）  60,069  50  －  60,119

合計  60,069  50  －  60,119

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  102,399  10.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年10月22日 

取締役会 
普通株式  102,398  10.00 平成21年９月30日 平成21年12月10日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  102,398 利益剰余金  10.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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前連結会計年度（平成21年３月31日） 

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 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

 ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

現金及び預金 千円57,064

預け金（注） 千円1,854,610

現金及び現金同等物 千円1,911,674

現金及び預金 千円54,466

預け金（注） 千円2,175,063

現金及び現金同等物 千円2,229,529

 （注） ㈱三洋キャッシュ・マネージメント・センタ

ーへの預け金であります。 

 （注） ㈱三洋キャッシュ・マネージメント・センタ

ーへの預け金であります。 

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上

額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  2,372,920  1,938,630  △434,290

(3）その他  －  －  －

小計  2,372,920  1,938,630  △434,290

合計  2,372,920  1,938,630  △434,290

  種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上

額（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  258  290  31

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  258  290  31

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  262,998  182,901  △80,097

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  262,998  182,901  △80,097

合計  263,257  183,191  △80,065

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  5,000
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４．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 

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

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

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

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

ると認められない場合には減損処理を行っております。 

２．表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．満期保有目的の債券 

２．その他有価証券 

３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、投資有価証券454,000千円（満期保有目的の債券で時価のある社債454,000千円）

の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ

50％以上下落した場合には合理的な反証がない限り減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には個別

銘柄毎に回復可能性等を検討し、回復する見込みがあると認められない場合には減損処理を行っております。

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

  

１年以内  １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

（千円） （千円） （千円） （千円）

１．債券         

(1)国債・地方債等  －  －  －  －

(2)社債  －  －  －  2,372,920

(3)その他  －  －  －  －

２．その他  －  －  －  －

    合計  －  －  －  2,372,920

  種類 
連結貸借対照表計上

額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の 

(1）国債・地方債等 － － － 

(2）社債  72,920  132,660  59,740

(3）その他 － － － 

小計  72,920  132,660  59,740

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  1,846,000  1,754,140  △91,860

(3）その他 － － － 

小計  1,846,000  1,754,140  △91,860

合計  1,918,920  1,886,800  △32,120

  種類 
連結貸借対照表計上

額（千円） 

取得原価 

（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  548  503  44

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計  548  503  44

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  240,235  267,998  △27,763

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計  240,235  267,998  △27,763

合計  240,783  268,501  △27,718

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,371,307千円であり、その主なも

のは、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,601,221千円であり、その主なものは、当

社での余剰運用資金（現金、預金及び預け金）及び管理部門に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用を含んでおります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

ロジスティ
クス・ソリ
ューション
事業 
（千円） 

国際物流事
業（千円） 

国内一般物
流事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．営業収益及び営業損益             

営業収益             

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

(2）セグメント間の内部営業収益 

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

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

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

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

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
            

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

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

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

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

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1,538,894千円であり、その主なも

のは、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,830,180千円であり、その主なものは、当

社での余剰運用資金（現金、預金及び預け金）及び管理部門に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用を含んでおります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

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

  

ロジスティ
クス・ソリ
ューション
事業 
（千円） 

国際物流事
業（千円） 

国内一般物
流事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．営業収益及び営業損益             

営業収益             

(1）外部顧客に対する営業収益 17,365,947 1,182,192 19,576,054  38,124,194 － 38,124,194

(2）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
3,539,165 － 827,350  4,366,516 (4,366,516) －

計 20,905,112 1,182,192 20,403,405  42,490,710 (4,366,516) 38,124,194

営業費用 19,014,225 1,036,882 18,717,333  38,768,440 (2,845,142) 35,923,298

営業利益 1,890,887 145,309 1,686,072  3,722,269 (1,521,373) 2,200,895

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
            

資産 9,452,512 667,028 9,495,599  19,615,139  5,770,541 25,385,681

減価償却費 250,921 4,116 171,151  426,189  103,218 529,408

減損損失 9,501 － 25,688  35,190  － 35,190

資本的支出 411,258 6,950 162,327  580,535  286,347 866,883

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 

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20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報） 

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

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

ております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１．関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

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

子会社等 

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

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

決定しております。 

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

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

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

三洋電機株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場） 

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％) 

関連当事者
との関係  取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

親会社 
三洋電機

㈱ 

大阪府 

守口市 
 322,242

電気機械

器具等の

製造販売 

（被所有）

直接58.0

同社製品の運

送・保管及び

土地・建物の

賃借 

製品の運送・

保管等 
 4,103,198

受取手形

及び営業

未収入金 
383,150  

土地・建物の

賃借 
 459,922

流動資産

その他 
40,255  

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％) 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

同一の

親会社

を持つ

会社 

㈱三洋キャ 

ッシュ・マ

ネージメン

ト・センタ

ー 

大阪府 

守口市 
 20

キャッシ

ュ・マネ

ージメン

ト 

 －

資金の預け入

れ及び債権譲

渡 

資金の預け入れ  27,584,111
預け金 1,854,610

受取利息  8,452

当社の有する

営業債権のフ

ァクタリング 
 4,047,087

受取手形

及び営業

未収入金 
766,476

三洋電機コ

ンシューマ

エレクトロ

ニクス㈱ 

鳥取県 

鳥取市 
 4,650

電気機械

器具等の

製造販売 

 －
同社製品の運

送・保管 

製品の運送・

保管等 
 5,287,215

受取手形

及び営業

未収入金 
1,618,222

三洋アクア

㈱ 

大阪府 

守口市 
 90

電気機械

器具等の

製造販売 

 －
同社製品の運

送・保管 

製品の運送・

保管等 
 2,064,794

受取手形

及び営業

未収入金 
619,564

三洋電機サ

ービス㈱ 

東京都 

江東区 
 7,500

電気機械

器具等の

アフター

サービス

等 

 －
同社製品の運

送・保管 

製品の運送・

保管等 
 1,177,126

受取手形

及び営業

未収入金 
270,325
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．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 

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

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

子会社等 

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

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

決定しております。 

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

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

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

パナソニック株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上

場） 

三洋電機株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場） 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％) 

関連当事者
との関係  取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

親会社 
三洋電機

㈱ 

大阪府 

守口市 
 322,242

電気機械

器具等の

製造販売 

（被所有）

直接58.0

同社製品の運

送・保管及び

土地・建物の

賃借 

製品の運送・

保管等 
 4,224,311

受取手形

及び営業

未収入金 
680,275  

土地・建物の

賃借 
 438,413

流動資産

その他 
37,300  

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％) 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

同一の

親会社

を持つ

会社 

㈱三洋キャ 

ッシュ・マ

ネージメン

ト・センタ

ー 

大阪府 

守口市 
 20

キャッシ

ュ・マネ

ージメン

ト 

 －

資金の預け入

れ及び債権譲

渡 

資金の預け入れ  22,181,546
預け金 2,175,063

受取利息  3,570

当社の有する

営業債権のフ

ァクタリング 
 3,654,474

受取手形

及び営業

未収入金 
695,276

三洋電機コ

ンシューマ

エレクトロ

ニクス㈱ 

鳥取県 

鳥取市 
 4,650

電気機械

器具等の

製造販売 

 －
同社製品の運

送・保管 

製品の運送・

保管等 
 5,548,494

受取手形

及び営業

未収入金 
1,480,462

三洋アクア

㈱ 

大阪府 
守口市 

 90

電気機械

器具等の

製造販売 

 －
同社製品の運

送・保管 

製品の運送・

保管等 
 2,458,395

受取手形

及び営業

未収入金 
1,006,522

三洋電機サ

ービス㈱ 

東京都 

江東区 
 7,500

電気機械

器具等の

アフター

サービス

等 

 －
同社製品の運

送・保管 

製品の運送・

保管等 
 1,143,058

受取手形

及び営業

未収入金 
245,071

三洋電機ロジスティクス㈱（9379）　平成22年３月期決算短信

－ 26 －



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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

該当事項はありません。 

 リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付、金融商品、賃貸等不動産に関する注記事項については、

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円1,203.87

１株当たり当期純利益金額 円65.75

１株当たり純資産額 円1,283.78

１株当たり当期純利益金額 円96.58

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

  
前連結会計年度末
（平成21年３月31日）  

当連結会計年度末
（平成22年３月31日）  

純資産の部の合計額（千円）  12,327,552  13,145,798

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  12,327,552  13,145,798

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（株） 
 10,239,931  10,239,881

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（千円）  676,699  988,926

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  676,699  988,926

期中平均株式数（株）  10,292,212  10,239,897

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,938 48,562

受取手形 37,375 22,205

営業未収入金 6,359,351 6,978,786

商品及び製品 114,871 1,979

前払費用 298,375 306,399

繰延税金資産 64,185 98,235

預け金 1,854,630 2,175,083

立替金 － 580,380

その他 111,325 22,615

貸倒引当金 △1,670 △1,882

流動資産合計 8,884,383 10,232,365

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,797,756 4,852,414

減価償却累計額 △1,173,183 △1,371,820

建物（純額） 3,624,573 3,480,594

構築物 142,434 143,684

減価償却累計額 △84,574 △94,714

構築物（純額） 57,860 48,970

機械及び装置 167,837 234,253

減価償却累計額 △90,809 △104,554

機械及び装置（純額） 77,027 129,699

車両運搬具 191,674 119,384

減価償却累計額 △183,774 △116,245

車両運搬具（純額） 7,899 3,139

工具、器具及び備品 129,766 165,311

減価償却累計額 △103,676 △120,279

工具、器具及び備品（純額） 26,089 45,031

土地 5,417,355 5,417,355

リース資産 190,842 424,132

減価償却累計額 △9,953 △85,044

リース資産（純額） 180,889 339,088

有形固定資産合計 9,391,695 9,463,878

無形固定資産   

ソフトウエア 405,101 335,965

リース資産 5,760 286,951

その他 10,691 10,691

無形固定資産合計 421,552 633,608
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,561,111 2,159,703

関係会社株式 60,000 60,000

破産更生債権等 2,640 1,876

長期前払費用 22,453 21,026

繰延税金資産 513,919 668,242

差入保証金 1,908,641 2,084,328

その他 10,096 10,066

貸倒引当金 △2,640 △1,876

投資その他の資産合計 5,076,221 5,003,367

固定資産合計 14,889,470 15,100,853

資産合計 23,773,854 25,333,218

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,841,660 1,780,856

営業未払金 5,685,449 5,936,178

短期借入金 350,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 505,000 290,000

リース債務 38,553 154,255

未払金 570,781 736,063

未払費用 30,906 31,702

未払法人税等 179,360 584,030

前受金 62,853 61,097

預り金 734,836 831,293

賞与引当金 77,439 73,791

設備関係支払手形 1,814 13,439

その他 161,931 244,575

流動負債合計 10,240,587 11,087,283

固定負債   

長期借入金 446,250 156,250

リース債務 159,625 520,578

退職給付引当金 948,476 1,009,159

役員退職慰労引当金 61,787 －

長期預り保証金 135,595 138,596

その他 － 47,566

固定負債合計 1,751,734 1,872,151

負債合計 11,992,322 12,959,435
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,362,400 1,362,400

資本剰余金   

資本準備金 1,273,100 1,273,100

資本剰余金合計 1,273,100 1,273,100

利益剰余金   

利益準備金 56,508 56,508

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 31,723 30,096

別途積立金 8,460,000 8,760,000

繰越利益剰余金 701,205 960,966

利益剰余金合計 9,249,436 9,807,570

自己株式 △61,232 △61,272

株主資本合計 11,823,704 12,381,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,478 △16,436

繰延ヘッジ損益 5,306 8,421

評価・換算差額等合計 △42,172 △8,015

純資産合計 11,781,532 12,373,783

負債純資産合計 23,773,854 25,333,218
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

ロジスティクス・ソリューション事業 16,171,370 17,056,662

国際物流事業 1,094,876 1,182,192

国内一般物流事業 19,235,689 19,275,805

営業収益 36,501,935 37,514,661

営業原価   

ロジスティクス・ソリューション事業 14,819,084 15,101,684

国際物流事業 844,974 926,697

国内一般物流事業 17,577,937 17,434,755

営業原価 33,241,996 33,463,136

営業総利益 3,259,939 4,051,524

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 872,303 912,224

賞与引当金繰入額 25,037 24,618

退職給付費用 112,399 141,549

役員退職慰労引当金繰入額 17,161 19,123

法定福利費 116,591 119,729

賃借料 262,572 235,152

修繕費 80,780 61,532

減価償却費 124,923 117,089

貸倒引当金繰入額 274 211

支払手数料 257,061 347,627

その他 285,605 282,928

販売費及び一般管理費合計 2,154,709 2,261,785

営業利益 1,105,229 1,789,738

営業外収益   

受取利息 8,587 3,576

有価証券利息 43,322 33,497

受取配当金 16,497 16,858

受取賃貸料 3,655 5,528

受取手数料 23,706 19,861

その他 9,412 5,950

営業外収益合計 105,181 85,273

営業外費用   

支払利息 43,163 46,877

その他 327 29

営業外費用合計 43,491 46,906

経常利益 1,166,920 1,828,105
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 152 445

固定資産売却益 － 54

受取補償金 － 29,874

特別利益合計 152 30,374

特別損失   

固定資産処分損 19,966 40,302

投資有価証券評価損 224,548 454,000

減損損失 － 35,190

物流拠点移転・閉鎖損失 26,076 8,029

割増退職金 8,929 －

特別損失合計 279,520 537,521

税引前当期純利益 887,551 1,320,958

法人税、住民税及び事業税 466,002 769,842

法人税等調整額 △57,757 △211,817

法人税等合計 408,245 558,025

当期純利益 479,306 762,932
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ロジスティクス・ソリューション事業費明細 

国際物流事業費明細 

国内一般物流事業費明細 

営業原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 外注費    11,671,291  78.8  11,959,358  79.2

Ⅱ 人件費    377,097  2.5  342,902  2.3

Ⅲ 経費           

減価償却費    164,938    247,723   

賃借料    1,789,115    1,699,792   

その他    816,640    851,907   

経費計    2,770,694  18.7  2,799,423  18.5

営業原価計    14,819,084  100.0  15,101,684  100.0

            

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 外注費    474,834  56.2  480,957  51.9

Ⅱ 人件費    52,471  6.2  60,997  6.6

 Ⅲ 経費           

賃借料    604    754   

商品仕入    300,202    360,218   

その他    16,862    23,768   

経費計    317,668  37.6  384,742  41.5

営業原価計    844,974  100.0  926,697  100.0

            

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 外注費    13,171,328  74.9  12,714,672  72.9

Ⅱ 人件費    819,325  4.7  837,910  4.8

Ⅲ 経費           

減価償却費    128,509    153,852   

賃借料    1,900,137    1,976,333   

商品仕入    519,109    676,966   

その他    1,039,527    1,075,019   

経費計    3,587,283  20.4  3,882,172  22.3

営業原価計    17,577,937  100.0  17,434,755  100.0
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,362,400 1,362,400

当期末残高 1,362,400 1,362,400

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,273,100 1,273,100

当期末残高 1,273,100 1,273,100

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 56,508 56,508

当期末残高 56,508 56,508

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 33,396 31,723

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,673 △1,627

当期変動額合計 △1,673 △1,627

当期末残高 31,723 30,096

別途積立金   

前期末残高 7,760,000 8,460,000

当期変動額   

別途積立金の積立 700,000 300,000

当期変動額合計 700,000 300,000

当期末残高 8,460,000 8,760,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,126,224 701,205

当期変動額   

別途積立金の積立 △700,000 △300,000

剰余金の配当 △205,999 △204,798

固定資産圧縮積立金の取崩 1,673 1,627

当期純利益 479,306 762,932

当期変動額合計 △425,019 259,761

当期末残高 701,205 960,966

利益剰余金合計   

前期末残高 8,976,129 9,249,436

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △205,999 △204,798

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 479,306 762,932

当期変動額合計 273,307 558,134

当期末残高 9,249,436 9,807,570
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △13 △61,232

当期変動額   

自己株式の取得 △61,218 △40

当期変動額合計 △61,218 △40

当期末残高 △61,232 △61,272

株主資本合計   

前期末残高 11,611,615 11,823,704

当期変動額   

剰余金の配当 △205,999 △204,798

当期純利益 479,306 762,932

自己株式の取得 △61,218 △40

当期変動額合計 212,088 558,094

当期末残高 11,823,704 12,381,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 43,972 △47,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,451 31,041

当期変動額合計 △91,451 31,041

当期末残高 △47,478 △16,436

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △24,540 5,306

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,846 3,115

当期変動額合計 29,846 3,115

当期末残高 5,306 8,421

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,432 △42,172

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,604 34,157

当期変動額合計 △61,604 34,157

当期末残高 △42,172 △8,015

純資産合計   

前期末残高 11,631,047 11,781,532

当期変動額   

剰余金の配当 △205,999 △204,798

当期純利益 479,306 762,932

自己株式の取得 △61,218 △40

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,604 34,157

当期変動額合計 150,484 592,251

当期末残高 11,781,532 12,373,783
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 該当事項はありません。  

 

  

  

  役員の異動（平成22年６月29日予定） 

①新任監査役候補 

（補欠監査役候補）  

  清水 正裕（現 公認会計士・税理士清水正裕事務所、日本ペイント㈱社外監査役） 

  

②退任予定取締役 

  渡辺 克好（現 取締役 執行役員 事業開発本部長） 

  松村 辰一（現 取締役 執行役員 三洋営業本部副本部長） 

  （注）退任後の地位および担当の予定 

     渡辺 克好（執行役員 事業開発本部長） 

     松村 辰一（顧問） 

  

③役職の異動 

  

  

   

  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

  代表取締役  
  社長執行役員 

 浅野 勉 
（現 代表取締役社長
   社長執行役員） 

  取締役  
  専務執行役員 国際営業本部長 

 小林 正夫 
（現 専務取締役
   専務執行役員 国際営業本部長） 
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