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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）

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 ％

22年3月期 60,807 0.1 3,496 5.3 3,634 8.7 1,845 26.7
21年3月期 60,776 △4.2 3,320 △39.8 3,344 △40.7 1,457 △51.1

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
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 ％ ％ ％

22年3月期 104.32 ― 6.6 7.4 5.8
21年3月期 82.34 ― 5.3 6.9 5.5

（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 52,266 31,878 55.2 1,629.36
21年3月期 46,479 30,364 59.1 1,551.21

（参考） 自己資本   22年3月期  28,832百万円 21年3月期  27,449百万円

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 4,743 △1,565 △457 10,376
21年3月期 3,490 △1,671 △1,941 7,595

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 ― 17.50 ― 17.50 35.00 619 42.5 2.2
22年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00 619 33.6 2.2

23年3月期 
（予想）

― 17.50 ― 17.50 35.00 32.6

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）

 

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

31,500 10.2 1,800 31.9 1,800 28.9 800 12.9 45.21

通期 64,000 5.2 4,000 14.4 4,050 11.4 1,900 2.9 107.37



4.  その他 

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

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

（注） 詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 17,737,200株 21年3月期 17,737,200株

② 期末自己株式数 22年3月期  41,670株 21年3月期  41,596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）

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 ％

22年3月期 29,547 4.7 1,979 36.1 2,342 42.2 1,474 51.1
21年3月期 28,221 △11.3 1,454 △56.3 1,648 △54.9 975 △56.1

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

22年3月期 83.31 ―

21年3月期 55.15 ―

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 33,063 22,637 68.5 1,279.31
21年3月期 29,077 21,705 74.6 1,226.59

（参考） 自己資本 22年3月期  22,637百万円 21年3月期  21,705百万円

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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。 

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 
累計期間

15,400 10.9 1,000 8.6 1,100 △12.7 550 △33.8 31.08

通期 31,200 5.6 2,100 6.1 2,200 △6.1 1,150 △22.0 64.99



(1) 経営成績に関する分析 

 当連結会計年度の世界経済は、一昨年秋口からの世界同時不況への対処として、各国協調のもと財政出動や金融

安定化策が実施されたこともあり、地域によるばらつきはあるものの総じて回復基調が続きました。日本におきま

しても、新興国の需要拡大に伴う輸出の増加に支えられ、景気は徐々に持直してまいりました。 

 当社グループの主要顧客である電子部品業界においても、年前半には在庫調整が一巡し、エコポイント制度やエ

コカー減税による薄型テレビや自動車の需要の押し上げ効果、中国を中心としたデジタル家電の新興国需要の増加

などによって、年明け以降も回復傾向が続いてきました。 

当社グループにおきましては、当連結会計年度のスタートにあたり、取扱貨物量の本格的な回復には今しばらく

時間がかかるとの見通しに立って、年度方針を「エコドライブ経営」の推進～「守り」を固め、成長に向けた「攻

め」の継続～と定め、事業運営を進めてまいりました。重点施策に、①生産性の向上を中心とした「事業体質の強

化」、②グローバル・ワンチャンネルサービスの拡充や新サービスの創出による「新規・深耕拡販の推進」、③物

流個性の運用徹底による「高い物流品質の維持」を掲げ、売上や利益の確保・拡大に取組んでまいりました。ま

た、「グリーンロジスティクスの徹底推進」に向けて、環境保全活動に適したサービス・メニューの提供を行うと

ともに、自社においてもＣＯ２の排出量やエネルギー消費量の削減に努めてまいりました。幸いにも電子部品の市

況が回復傾向に向う中、これらの施策の推進によって、前連結会計年度並みの売上を確保するとともに、営業利益

は増益となりました。 

当連結会計年度の業績は、売上高で60,807百万円(前期比 0.1％増)となり、営業利益は3,496百万円(同5.3％

増)、経常利益は3,634百万円(同8.7％増)、当期純利益は1,845百万円(同26.7％増)の結果となりました。 

  

 ＜事業の種類別セグメントの概況＞ 

①電子部品物流事業 

 電子部品の需要につきましては、年度末まで回復傾向が続きましたが、エレクトロニクス製品や自動車の需要の

中心が新興国向けの中・低価格帯商品にシフトした影響もあり、従前の水準までは戻りきれませんでした。このよ

うな環境のもと、顧客の生産のグローバル化や物流合理化ニーズがますます進展しました。 

当社グループでは、「守り」に重点を置いた事業体質の強化に取組むとともに、国内では、筑波、山形、岡山の

運送デポ展開、北米向け海上輸送の自営化に向けたＮＶＯＣＣの推進、海外では、中国での天津・新倉庫や広州支

店の開設、米国でのテキサス州・マッカレンの倉庫増床など、グローバル・ネットワークの拡充を着実に進めてま

いりました。そして、国内外が連携したグローバル拡販体制を強化し、顧客の物流合理化に適した物流提案や、中

国での独自の商流に対応した新商品サービスを提供するなど、新規・深耕拡販を推進し、売上の拡大につなげてま

いりました。当連結会計年度は、大変厳しい需要環境でスタートしましたが、電子部品の需要回復とこれらの施策

が相まって、売上規模を回復してまいりました。なお、海外現法の業績につきましては、決算日が12月31日である

ことから、電子部品の生産・荷動きが も低迷した昨年１～３月が当連結会計年度に含まれています。これによっ

て国内と比べ、回復度合いが低い業績結果となっております。 

利益面では、取扱貨物量の変動に応じた変動費率、固定費の引き下げや、生産性の向上を急ピッチで進め、事業

体質の強化を図ってまいりました。これらの取組みが徐々に成果となって表れ、海外での１～３月の落ち込みの影

響をカバーし、増益となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は29,217百万円(前期比6.5％減)、営業利益2 ,434百万円(同5.9％増)となりま

した。 

  

②商品販売事業 

 商品販売事業では、電子部品関連の包装資材、成形材料、電子デバイスの販売を行っております。包装資材と成

形材料の販売につきましては、年前半においては顧客の生産調整の影響がありましたが、電子部品の需要回復に伴

って、売上規模を回復してまいりました。 

電子デバイスの販売につきましては、前連結会計年度の１０月より事業を開始しました。春先以降に顧客の生産

が回復傾向に向う中、拡販活動によって顧客数・取扱品目の拡大を進め、商品販売事業全体での増収に寄与いたし

ました。 

 この結果、当セグメントの売上高は9,316百万円(前期比18.6％増)、営業利益は168百万円(同 3.9％増)となりま

した。 

  

③消費物流事業 

 消費物流事業は、グループ会社である株式会社流通サービスが、食料品や衣料品などを主要貨物として事業展開

を図っております。景気低迷によって個人消費が伸び悩む中、引き続き、顧客の物流合理化やアウトソーシング・

１．経営成績



ニーズに適した提案、拡販活動を推進してまいりました。売上の８割近くを占める生協関連ビジネスでは、新規取

引や受託台数を拡大し、個配業務を中心に増収を継続しました。 

利益面につきましては、増収効果に加えて、事業運営の効率化や経費削減などの原価改善活動を進め、増益を確

保しました。 

この結果、当セグメントの売上高は22,273百万円(前期比2.7％増)、営業利益は893百万円(同4.0％増)となりま

した。 

  

 ＜次期の見通し＞  

 今後の世界経済につきましては、新興国経済の拡大を中心として、全体的に回復していくことが予想されていま

す。日本におきましても、新興国向けの輸出拡大が全体を牽引していく中、設備投資や住宅関連投資にも下げ止ま

り傾向が見られるなど、緩やかながらも景気の回復が続くものと思われます。 

主要顧客であります電子部品業界では、昨年の後半以降、中国を中心とした新興国でのデジタル機器の活況に伴

い、受注が回復しており、今年度もこの傾向が続くことが期待されます。その一方で、エコポイントやエコカー減

税などの経済対策効果が薄まっていくことや、低価格品を打ち出すアジア・メーカーとの競争激化が懸念されま

す。 

物流業界におきましては、リーマン・ショック以降、各社とも事業体質の改善、営業活動の強化を進めており、

貨物の確保に向けた競争はますます厳しさを増しております。 

 このような事業環境におきまして、当社グループは、引き続き、国内外の拠点・ネットワークを増強し、グロー

バル・ワンチャンネルサービスの拡充を推進してまいります。そして、営業力・商品力の強化によって、新規顧客

の開拓・既存顧客の受託率向上に取組み、売上の拡大を図ってまいります。 

また、貨物量の増減に対応した柔軟な運営体制の構築、ＩＴの活用や現場改善活動による生産性の向上など、事

業体質の強化を更に推進し、利益の創出に努めてまいります。 

   

 現時点における平成23年3月期の業績見通しは、次のとおり予想しております。 

  

  ＜連結業績の見通し＞                       (単位：百万円) 

  

 ＜事業の種類別セグメント業績見通し(連結)＞                          (単位：百万円)

  

 ＜単独業績見通し＞                        (単位：百万円) 

  金  額 対前期増減率 

 売上高  64,000 ％  5.2

 営業利益  4,000 ％  14.4

 経常利益  4,050 ％  11.4

 当期純利益  1,900 ％  2.9

  
電子部品物流事業 商品販売事業  消費物流事業  

金 額 対前期増減率 金 額 対前期増減率 金 額 対前期増減率

 売上高  32,000 ％ 9.5  9,800 ％  5.2  22,200 ％  △0.3

 営業利益  2,920 ％  19.9  180 ％ 6.9  900 ％  0.7

  金  額 対前期増減率 

 売上高  31,200 ％ 5.6

 営業利益  2,100 ％ 6.1

 経常利益  2,200 ％  △6.1

 当期純利益  1,150 ％  △22.0



  
  (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、営業キャッシュ・フローの確保に伴う現預金の増加2,718百万円、売上の回復傾向

に伴う売掛債権の増加2,194百万円などにより、前連結会計年度末比5,786百万円増の52,266百万円となりました。 

 負債合計は、支払債務の増加1,919百万円、未払法人税等の増加854百万円やリース債務の増加635百万円などによ

り、前連結会計年度末比4,273百万円増の20,387百万円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加1,226百万円や評価・換算差額等の増加156百万円などにより、前連結

会計年度末比1,513百万円増の31,878百万円となりました。なお、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末

比3.9ポイント低下の55.2％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は、前連結会計年度末と比べ2,781百万円増加し、10,376百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は4,743百万円（前期比1,253百万円の収入増）となりました。これは主に税金等

調整前当期純利益の確保3,613百万円などによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は1,565百万円（前期比105百万円の支出減）となりました。これは主にグループ

全体での物流施設の新設・拡張、車両購入や情報システム投資など有形固定資産の取得878百万円、無形固定資産の

取得494百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は457百万円（前期比1,484百万円の支出減）となりました。これは主に保有資産

のセールス・アンド・リース・バックによる収入543百万円、配当金の支払619百万円、子会社での少数株主への配

当金の支払215百万円によるものです。 

  
 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

※自己資本比率            ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ： キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

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

 (注３)キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しています。 

 (注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、利子を払っている全ての負債を対象としています。  

  
(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 利益配分につきましては、安定的に配当を行うことを第一に、その水準の向上に努めてまいります。配当の水準

につきましては、有利子負債の削減による財務体質の向上を進めるとともに、①株主への利益還元、②将来の成長

に向けての投資、③内部留保のバランスを考慮して決定することとしています。 

 当期の期末配当につきましては、期初計画通り17円50銭とする案を第46回定時株主総会に上程する予定です。年

間で１株当たり35円の配当となります。 

また、次期の配当につきましても、現段階では、通期で１株当たり35円（中間、期末各17円50銭）を継続する計

画です。 

  

(4)事業等のリスク   

 平成２１年６月２３日に提出しました有価証券報告書における記載以降、新たに顕在化した速やかに開示すべき

リスクはありませんので、記載を省略しております。 

  
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(％)  54.0  52.5  55.5  59.1  55.2

 時価ベースの自己資本比率(％)  107.7  75.3  36.6  28.3  30.8

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％)  157.6  195.2  162.2  201.7  147.9

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  34.7  38.0  33.0  26.5  40.5



  

(1）当社の企業集団は、当社と関係会社（子会社12社）で構成され、国内外の顧客に対して運送・保管・フォワーディ

ング等のサービスを一貫して提供する総合物流サービス事業及び成型材料・包装資材等の商品仕入販売事業を行って

います。 

 また、当社グループは、当社の親会社であるアルプス電気株式会社を中心としたアルプスグループに属しており、

同グループの電子部品、音響製品の販売・製造に伴って生じる国内外の物流業務も受託しています。 

 当社グループの事業に関わる位置付け及び事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりです。 

  

［電子部品物流事業］… 当社及び海外子会社は、国内外の顧客に対する電子部品貨物の運送・保管及びフォワーデ

ィング等のサービスをグローバルに提供する総合物流サービスを行っています。 

［商品販売事業］……… 当社及び海外子会社２社は、成形材料、包装資材及び電子デバイスの仕入及び販売事業を

行っています。 

［消費物流事業］……… 国内子会社１社は、主に生協関連の一般消費者向け個配やその他国内消費物流に絡む貨物

の運送・保管・流通加工等に関する物流サービスを行っています。 

(2）事業の系統図は次のとおりです。 

 
   

２．企業集団の状況



関係会社の状況 

  

名称 住所
資本金 

又は出資金 
主要な

事業の内容 

議決権の
所有（被所有）割合 

関係内容 摘要
所有割合
（％） 

被所有割合
（％） 

（親会社）               

アルプス電気株式会

社 
東京都大田区 

百万円 

 23,623

電子機器及び部

品の製造・販売
 

48.9

(2.2)

製品・部品の運送・保管・輸

出入関連業務等の受託及び倉

庫等の賃借 

役員の兼任 ２名 

＊２ 

（連結子会社）               

株式会社流通サービ

ス 
埼玉県草加市 

百万円 

 240
消費物流事業 70.6  

国内消費物流事業を行ってお

ります。 

役員の兼任 １名 

＊１ 

＊４ 

ALPS LOGISTICS HONG 

KONG LTD.  
香港 九龍 

千HK$ 

 7,000

電子部品物流 

事業 
100.0  

当社と連携し、香港にて国際

間の総合物流サービスを行っ

ております。 

役員の兼任 ３名 

  

ALPS LOGISTICS 

（S） PTE. LTD. 
シンガポール 

千S$ 

 1,000

電子部品物流 

事業 
100.0  

当社と連携し、シンガポール

にて国際間の総合物流サービ

スを行っております。 

役員の兼任 １名 

  

ALPS NAIGAI 

LOGISTICS 

（MALAYSIA） SDN. 

BHD.  

マレーシア 

ネグリセンビラ

ン 

千M$ 

 2,200

電子部品物流 

事業 
50.0  

当社と連携し、マレーシアに

て国際間の総合物流サービス

を行っております。 

役員の兼任 なし 

＊３ 

TIANJIN ALPS TEDA 

LOGISTICS CO., LTD. 

 

中国 天津市 
千RMB 

 49,715

電子部品物流 

事業 
48.0  

当社と連携し、中国天津、上

海、大連、無錫にて国際間の

総合物流サービスを行ってお

ります。 

役員の兼任 ２名 

＊１ 

＊３ 

ALPS LOGISTICS

（SHANGHAI）CO., 

LTD.  

中国 上海市 
千RMB 

 66,222

電子部品物流 

事業 

商品販売事業 

100.0

(25.0)
 

当社と連携し、中国上海にて

国際間の総合物流サービス及

び商品販売事業を行っており

ます。 

役員の兼任 ３名 

＊１ 

ALPS LOGISTICS 

(GUANGDONG) CO., 

LTD.  

中国 

広東省東莞市 

千RMB 

 9,934

電子部品物流 

事業 
54.0

(54.0)
 

当社と連携し、中国広東にて

国際間の総合物流サービスを

行っております。 
役員の兼任 ２名 

  

ALPS LOGISTICS 

（USA）, INC.  

アメリカ 

カリフォルニア

州 

千US$ 

 1,000

電子部品物流 

事業 
80.0  

当社と連携し、米国にて国際

間の総合物流サービスを行っ

ております。 

役員の兼任 １名 

  

DALIAN ALPS TEDA 

LOGISTICS CO., LTD. 

 

中国 

遼寧省大連市 

千RMB 

 19,864

電子部品物流 

事業 

商品販売事業 
50.0  

当社と連携し、中国大連にて

国際間の総合物流サービス及

び商品販売事業を行っており

ます。また、当社は借入金に

保証予約をしております。 

役員の兼任 ２名 

＊１ 

＊３ 



 （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．「議決権の所有又は被所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

３．＊１：特定子会社であります。 

４．＊２：有価証券報告書の提出会社であります。 

５．＊３：持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。 

６．＊４：株式会社流通サービスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占

める割合が10％を越えております。 

  

名称 住所
資本金 

又は出資金 
主要な

事業の内容 

議決権の
所有（被所有）割合 

関係内容 摘要
所有割合
（％） 

被所有割合
（％） 

SHANGHAI ALPS 

LOGISTICS CO., LTD.  
中国 上海市 

千RMB 

 8,081

電子部品物流 

事業 
100.0

(100.0)
 

当社中国内の関係会社と連携

し、中国華東地区における営

業統括・拡販活動を行ってお

ります。 

役員の兼任 ３名 

  

ALPS LOGISTICS 

MEXICO, S. A. DE C. 

V.  

メキシコ 

レイノサ市 

千MXN 

 5,366

電子部品物流 

事業 
100.0

(100.0)
 

当社米国の関係会社と連携

し、メキシコにて国際間の総

合物流サービスを行っており

ます。また、当社は倉庫賃貸

借契約に関して保証予約をし

ております。 

役員の兼任 １名 

  

ALPS LOGISTICS 

(THAILAND) CO., LTD. 

 

タイ バンコク 
千THB 

 15,000

電子部品物流 

事業 
49.9  

当社と連携し、タイにて国際

間の総合物流サービスを行っ

ております。 

役員の兼任 １名 

＊３

主要な損益情報等 (1）売上高 22,273 百万円   

  (2）経常利益 993 〃   

  (3）当期純利益 548 〃   

  (4）純資産額 5,207 〃   

  (5）総資産額 13,854 〃   



(1)会社の経営の基本方針 

 当社グループは、電子部品物流を主体とする当社及び海外子会社と、消費物流を主体とする株式会社流通サービ

スによって構成されており、それぞれ専門分野に経営資源を集中して総合物流事業を展開しております。 

当社及び海外子会社では、「ものづくりを支える 適物流を追求し、豊かな社会の実現に貢献します」との企業

理念を掲げ、事業領域を「電子部品を主体とした総合物流サービスを提供します」と定めています。また、株式会

社流通サービスでは、「地域社会の中で、消費者の暮らしに貢献できる消費物流に特化した総合物流企業を目指し

ます」との企業理念を定めています。そして、グループ各社は企業理念のもと中期・短期の経営計画を策定し、経

営を行っております。 

今後も当社グループでは、国内・海外でのグローバルな拠点・ネットワークの拡充、運用技術やシステム力の向

上、顧客のニーズを捉えた新商品の開発を推進し、高品質な物流サービスの提供に努めてまいります。これらの活

動によって総合物流企業として業容の拡大とグループ企業価値の 大化を図ってまいります。 

  

(2)中長期的な経営戦略と目標とする経営指標 

＜電子部品物流・商品販売＞  

 電子部品物流と電子部品関連の商品販売を事業ドメインとする当社及び海外子会社では、世界同時不況の発生に

伴い、それまでの中期事業計画を凍結し、平成22年３月期については、単年度で『「エコドライブ経営」の推進 ～

「守り」を固め、成長に向けた「攻め」の継続～』を事業方針として、厳しい事業環境を乗り切ることに集中して

取組んでまいりました。そして、平成23年３月期のスタートにあたり、改めて３ヶ年の中期事業計画を立案いたし

ました。 

 主要顧客である電子部品業界では、世界同時不況への対処や需要構造の変化を受けて、生産・販売の一層の合理

化が進展しています。電子部品物流においても、 適地生産へのシフトに対応したサービス体制、在庫削減、トー

タル物流コストの削減、品質保証、環境対応など、物流の多機能化や更なる合理化が求められています。 

このように電子部品物流の事業環境が大きく変化する中で、当社及び海外子会社では、『「新たな成長」に向け

て、グローバル戦略を強化する』との中期基本方針を掲げました。 

国内での顧客の物流合理化やアウトソーシング・ニーズを捉えた新規・深耕拡販に加え、新興国を中心に成長を

続ける海外市場での事業拡大を加速してまいります。 

グローバル・ネットワークの拡充を始め、国内外が連携したグローバル営業の推進、新サービス・メニューの拡

大、事業体質の強化、絶対品質の提供、グリーンロジスティクスの追求などの重点施策をグローバルに展開し、

「新たな成長」を図ってまいります。 

  

＜消費物流＞  

 消費物流を担う株式会社流通サービスにおきましては、「消費物流で業務品質ナンバーワンの総合物流企業を目

指す」ことを事業方針としています。この方針のもと、国内の拠点・ネットワークの整備拡充やシステム化など体

質強化を推進してまいります。そして高品質な物流サービスを提供し、生協関連の更なる拡販と一般消費物流向け

３ＰＬ事業の新規開拓を進め、業容の拡大を図ってまいります。 

  

＜中長期的に目標とする経営指標＞  

 当社グループでは、「新たな成長」を図ることを中長期的な基本方針として、具体的な売上・利益目標を指標と

して設定しております。 

今般スタートした３ヶ年の中期経営計画では、平成25年３月期に「連結売上高 700億円」、「連結営業利益 50

億円」を達成することを中期目標といたしました。ＰＤＣＡを徹底し、目標達成に取組んでまいります。 

  

(3)会社の対処すべき課題 

＜電子部品物流・商品販売＞  

 世界同時不況に伴う厳しい事業環境において、当社及び海外子会社では「エコドライブ経営」の推進を事業方針

に、守りに軸足を置き、事業体質の強化と新規・深耕拡販を徹底的に推進してまいりました。電子部品の需要が回

復傾向となる中、平成23年３月期の事業方針につきましては、これまで取組んできた「エコドライブ経営」を更に

進化させ中期方針である「新たな成長」に向けて、次の事業方針、重点戦略を推進してまいります。 

  

３．経営方針



（事業方針） 

「３・Ｅ－Logistics」の推進 ～「物流力 NO.1」への挑戦 ～ 

  

（重点戦略） 

① Ｅ・ｎｅｒｇｙ （成長力） [量] 新規・深耕拡販の推進 

② Ｅ・ｃｏｎｏｍｙ（物流力） [質] 事業体質の更なる強化 

③ Ｅ・ｃｏｌｏｇｙ（環境力） [省] グリーンロジスティクスの追求 

  

売上の拡大に向けて、新規・深耕拡販をエネルギッシュに推進してまいります。今年度も、グローバル・ネット

ワークを更に拡充し、取扱貨物量の拡大につなげてまいります。 

国内では、輸送ネットワークの拡充に向けて、東北、北陸、中国、九州の各地域での運送デポ展開を検討・推進

し、サービスの向上を図ってまいります。保管事業では、効率性向上と拡販スペースの確保を目的に、北上倉庫の

新設、小名浜営業所の倉庫増築など、倉庫の集約・増床を進めてまいります。また、輸出入関連事業では、海上貨

物の自営化拡大に向けて、ＮＶＯＣＣを更に推進してまいります。当社では、本年３月にＡＥＯ制度における倉庫

業者向けの「特定保税承認者」と、通関業者向けの「認定通関業者」の認定を受けました。同時認定は日本で初め

てのこととなります。お客様のニーズに合わせたフレキシブルかつ利便性の高いサービスにつなげてまいります。 

海外においても、中国では、中国内完結型物流へのニーズが高まる中、輸出加工区と長距離トラック輸送サービ

ス「アルプス特快便」を活用したビジネスの拡大に向けて、上海・松江での倉庫の増床や、煙台支店の設立など、

ネットワーク強化を進めています。またアセアンでは、一昨年の８月に設立したアルプス・ロジスティクス（タ

イ）におきまして、本年２月にタイ第三の拠点として、アユタヤ地区に倉庫を開設しました。今後、同地域での保

管ビジネスの拡大を図っていく計画です。 

また、二つ目の重点戦略として、事業体質の更なる強化を推進してまいります。運送事業では、運送デポ新設に

よるネットワークの拡充や 適ルート構築による輸送体制の効率化に加え、本年３月に運用を開始した新運送シス

テムを活用し、「絶対品質」の提供、輸送効率の向上、合理化の推進を図ってまいります。保管事業におきまして

は、物流個性運用を徹底するとともに、ＩＴを活用した現場改善を進め、生産性の向上を図ってまいります。 

三つ目の重点戦略として、これまで継続してきたグリーンロジスティクスへの取組みを加速してまいります。リ

ターナブルな通い箱やモーダルシフトを始めとする環境保全型商品の提供はもとより、共同配送の推進やＩＴの活

用によって輸送効率を向上させるなど、ムダを省き、お客様の環境負荷の軽減を図ってまいります。 

また、当社自体におきましても、ＣＯ２・エネルギー使用量・廃棄物排出量の削減、そしてリサイクル率の向上

を管理項目として、毎事業年度ごとに目標を設定し、削減を進めてまいりました。世界全体で地球温暖化対策への

意識が高まる中、今後も更なる削減活動を推進してまいります。 

  

＜消費物流＞  

 消費物流分野では、消費者の食の安全に対する意識の高まり、また国内消費のスローダウンなど事業環境が変化

する中、主要顧客である生協では物流業務の再編が進められております。これらの顧客ニーズに適した体制の構

築、高品質なサービスを進め、生協向けの個配・流通加工の受託量拡大を図ってまいります。また、生協以外の一

般顧客向けには、運送・保管・流通加工を一貫サービスで提供する３ＰＬ事業を中心に拡販に取組んでまいりま

す。 

本年４月には埼玉県桶川市に新桶川物流センターを開設しました。日用・雑貨品の保管・出荷業務を中心に拡販

を進めるとともに、近隣営業所の共通貨物の集約を行い、事業効率の向上を図っていきます。また、本年６月竣工

予定で騎西物流センターＡ棟の増築に着工いたしました。流通加工業務の中核拠点として、新規・深耕拡販と保

管・作業効率の向上につなげてまいります。 

そして、総合マネジメントシステムを活用した更なる品質・安全の向上、ＣＯ₂の削減を始めとする環境保全活

動にも取組んでまいります。 

  

以上の重点戦略を着実に実行し、当社グループでは電子部品関連、消費関連それぞれが中期事業方針である「新

たな成長」、そして中期事業計画の達成に取組んでまいります。 



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 7,888 10,607

受取手形及び営業未収金 7,420 9,615

商品 580 599

貯蔵品 42 35

繰延税金資産 486 698

その他 1,102 1,180

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 17,513 22,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※  19,891 ※  20,479

減価償却累計額 △9,593 △10,283

建物及び構築物（純額） 10,298 10,195

機械装置及び運搬具 5,732 5,785

減価償却累計額 △4,775 △5,059

機械装置及び運搬具（純額） 957 725

工具、器具及び備品 2,190 2,286

減価償却累計額 △1,679 △1,855

工具、器具及び備品（純額） 511 431

土地 ※  12,802 ※  12,802

リース資産 305 685

減価償却累計額 △52 △181

リース資産（純額） 253 503

建設仮勘定 258 ※  484

有形固定資産合計 25,081 25,143

無形固定資産   

のれん － 4

リース資産 － 354

その他 1,290 1,021

無形固定資産合計 1,290 1,381

投資その他の資産   

投資有価証券 272 405

繰延税金資産 592 617

その他 1,739 1,998

貸倒引当金 △9 △6

投資その他の資産合計 2,593 3,014

固定資産合計 28,966 29,539

資産合計 46,479 52,266



（単位：百万円）

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   

営業未払金 3,215 5,134

短期借入金 ※  2,472 ※  3,044

リース債務 96 274

未払法人税等 440 1,294

繰延税金負債 3 4

賞与引当金 1,046 1,242

未払費用 1,530 1,655

設備関係支払手形 45 482

その他 959 758

流動負債合計 9,808 13,892

固定負債   

長期借入金 ※  4,566 ※  3,972

リース債務 171 627

退職給付引当金 1,212 1,409

役員退職慰労引当金 277 314

その他 78 170

固定負債合計 6,305 6,495

負債合計 16,114 20,387

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,349 2,349

資本剰余金 2,029 2,029

利益剰余金 23,818 25,044

自己株式 △50 △50

株主資本合計 28,146 29,373

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60 17

為替換算調整勘定 △636 △557

評価・換算差額等合計 △697 △540

少数株主持分 2,915 3,045

純資産合計 30,364 31,878

負債純資産合計 46,479 52,266



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

売上高 60,776 60,807

売上原価 ※1  53,414 ※1  53,111

売上総利益 7,362 7,696

販売費及び一般管理費 ※2  4,041 ※2  4,199

営業利益 3,320 3,496

営業外収益   

受取利息 67 17

受取配当金 7 3

保険返戻金 112 134

その他 125 150

営業外収益合計 313 306

営業外費用   

支払利息 129 116

為替差損 119 27

その他 40 23

営業外費用合計 289 168

経常利益 3,344 3,634

特別利益   

固定資産売却益 ※3  58 ※3  0

貸倒引当金戻入額 2 0

補助金収入 － 17

特別利益合計 60 18

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  46 ※4  22

前期損益修正損 54 －

固定資産圧縮損 － 13

その他 － 4

特別損失合計 100 40

税金等調整前当期純利益 3,304 3,613

法人税、住民税及び事業税 1,277 1,743

法人税等調整額 166 △299

法人税等合計 1,444 1,443

少数株主利益 403 323

当期純利益 1,457 1,845



（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 2,349 2,349

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,349 2,349

資本剰余金   

前期末残高 2,029 2,029

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,029 2,029

利益剰余金   

前期末残高 22,980 23,818

当期変動額   

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 1,457 1,845

当期変動額合計 837 1,226

当期末残高 23,818 25,044

自己株式   

前期末残高 △50 △50

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △50 △50

株主資本合計   

前期末残高 27,308 28,146

当期変動額   

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 1,457 1,845

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 837 1,226

当期末残高 28,146 29,373



（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 12 △60

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73 77

当期変動額合計 △73 77

当期末残高 △60 17

為替換算調整勘定   

前期末残高 327 △636

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △963 78

当期変動額合計 △963 78

当期末残高 △636 △557

評価・換算差額等合計   

前期末残高 340 △697

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,037 156

当期変動額合計 △1,037 156

当期末残高 △697 △540

少数株主持分   

前期末残高 2,937 2,915

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 130

当期変動額合計 △21 130

当期末残高 2,915 3,045

純資産合計   

前期末残高 30,586 30,364

当期変動額   

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 1,457 1,845

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,059 286

当期変動額合計 △221 1,513

当期末残高 30,364 31,878



（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 3,304 3,613

減価償却費 1,780 1,638

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 126 196

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 37

受取利息及び受取配当金 △75 △20

支払利息 129 116

固定資産除売却損 46 22

売上債権の増減額（△は増加） 1,889 △2,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △127 △5

仕入債務の増減額（△は減少） △1,404 1,908

その他の流動負債の増減額（△は減少） △67 229

その他 112 △125

小計 5,716 5,625

利息及び配当金の受取額 76 20

利息の支払額 △131 △117

法人税等の支払額 △2,171 △947

法人税等の還付額 － 162

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,490 4,743

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 55 64

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

有形固定資産の取得による支出 △1,563 △878

有形固定資産の売却による収入 14 16

無形固定資産の取得による支出 △349 △494

無形固定資産の売却による収入 278 －

その他投資活動による収入 130 180

その他投資活動による支出 △233 △451

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,671 △1,565

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） △740 △0

長期借入れによる収入 400 500

長期借入金の返済による支出 △780 △522

セールスアンドリースバックによる収入 － 543

リース債務の返済による支出 － △141

配当金の支払額 △619 △619

少数株主への配当金の支払額 △171 △215

少数株主からの払込みによる収入 24 －

その他財務活動による支出 △54 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,941 △457

現金及び現金同等物に係る換算差額 △685 60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △808 2,781

現金及び現金同等物の期首残高 8,403 7,595

現金及び現金同等物の期末残高 ※  7,595 ※  10,376



 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  子会社はすべて連結されております。 

 当該連結子会社は、 

株式会社流通サービス 

アルプス物流香港有限公司 

アルプス・ロジスティクス（S） 

PTE.LTD． 

アルプス・ナイガイ・ロジスティクス

（マレーシア）SDN.BHD. 

天津泰達アルプス物流有限公司 

アルプス物流（上海）有限公司 

広東アルプス物流有限公司 

アルプス・ロジスティクス（USA）INC. 

大連泰達アルプス物流有限公司 

上海アルプス物流国際貨運代理有限公

司  

アルプス・ロジスティクス・メキシコ  

S.A. DE C.V. 

アルプス・ロジスティクス（タイラン

ド）CO.,LTD. 

の12社であります。 

 アルプス・ロジスティクス（タイラン

ド）CO.,LTD.については、当連結会計年

度において新たに設立したことにより、

当連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

 子会社はすべて連結されております。 

 当該連結子会社は、 

株式会社流通サービス 

アルプス物流香港有限公司 

アルプス・ロジスティクス（S） 

PTE.LTD． 

アルプス・ナイガイ・ロジスティクス

（マレーシア）SDN.BHD. 

天津泰達アルプス物流有限公司 

アルプス物流（上海）有限公司 

広東アルプス物流有限公司 

アルプス・ロジスティクス（USA）INC. 

大連泰達アルプス物流有限公司 

上海アルプス物流国際貨運代理有限公

司  

アルプス・ロジスティクス・メキシコ  

S.A. DE C.V. 

アルプス・ロジスティクス（タイラン

ド）CO.,LTD. 

の12社であります。 

  

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法適用会社  

(1) 持分法適用会社の変更 

当連結会計年度より、上海東軟時代

物流軟件有限公司は会社清算手続きを

行ったため、持分法適用の範囲から除

いております。 

(2) 変更後の持分法適用会社はありませ

ん。  

 ───────  

  



  

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 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、株式会社流通サー

ビスは連結決算日に一致しております。 

 連結子会社のうち、決算日が12月31日

の会社は以下の11社であります。 

アルプス物流香港有限公司 

アルプス・ロジスティクス（S） 

PTE.LTD． 

アルプス・ナイガイ・ロジスティクス 

（マレーシア）SDN.BHD. 

天津泰達アルプス物流有限公司 

アルプス物流（上海）有限公司 

広東アルプス物流有限公司 

アルプス・ロジスティクス（USA）INC. 

大連泰達アルプス物流有限公司 

上海アルプス物流国際貨運代理有限公

司 

アルプス・ロジスティクス・メキシコ  

S.A. DE C.V. 

アルプス・ロジスティクス（タイラン

ド）CO.,LTD. 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

日現在の決算財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…当連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

① 有価証券 

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を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産  

商品及び貯蔵品  

 主として移動平均法による原価法

（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）を

採用しております。   

② たな卸資産 

同左 



  

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） 

  （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、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ17百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。   

─────── 

(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）  

 当社と国内連結子会社は定率法を、

在外連結子会社は定額法を採用してお

ります。 

 ただし、当社と国内連結子会社は、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物付属設備を除く）については、

定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物     ２～50年 

機械装置及び運搬具   ２～17年 

工具、器具及び備品   ２～20年 

① 有形固定資産（リース資産を除く）  

同左 

  （追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正を契機として耐用年数の

見直しを行い、機械装置については

平成20年４月１日より改正後の耐用

年数に基づく減価償却を行っており

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への影響

は軽微であります。 

─────── 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については社内における利用可能

期間（３～５年）に基づく定額法によ

っております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③ リース資産 

――――――― 

③ リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しており

ます。  



  

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） 

   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  

リース期間を耐用年数とし、残存価

額については、残価保証の取決めがあ

るリース取引は当該残価保証額、その

他については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。  

 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  

同左  

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

…売上債権等の貸倒損失に備える

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 

…従業員の賞与金の支払に備えて

支給見込額の当連結会計年度負

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 

…当社及び国内連結子会社である

株式会社流通サービスは従業員

の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

 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以

内の一定の年数（４～13年）に

よる按分額を費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間(国内連結

子会社は平均残存勤務期間以内

の一定の年数)（4～13年）によ

る按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

③ 退職給付引当金 

同左 



  

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） 

        ―――――――  （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

  なお、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。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

…当社及び国内連結子会社は、役

員の退職慰労金の支払に備える

ため、役員退職慰労金内規に基

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 

     同左 

(4）その他重要な事項 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれんに関する事項  ───────  のれんは、５年間で均等償却しており

ます。 

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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期投資を計上しております。 

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） 

（連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い）  

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。  

 なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響

はありません。   

（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。 

 これによる当連結会計年度の損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） 

（連結貸借対照表関係） 

 「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「貯蔵品」に区分

掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品」及び「貯蔵品」は、それぞれ532百万円、30百万

円であります。   

         ―――――――――  

         ―――――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 財務活動によるキャッシュ・フローの「リース債務の

返済による支出」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

「リース債務の返済による支出」は53百万円でありま

す。  



  

  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※  担保提供資産及び担保債務 ※  担保提供資産及び担保債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。  担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円2,622

土地  〃 2,997

計  〃 5,620

建物及び構築物 百万円2,465

土地 百万円2,997

建設仮勘定  〃 474

計  〃 5,938

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 百万円445

長期借入金  〃 2,216

短期借入金 百万円446

長期借入金  〃 2,169

（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 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含 

   まれております。 百万円17    まれております。 百万円△4

※２ 販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は次の

とおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は次の

とおりであります。 

賃金給与及び諸手当等 百万円2,021

退職給付費用  〃 72

役員退職慰労引当金繰入額  〃 30

賞与引当金繰入額  〃 188

賃金給与及び諸手当等 百万円2,220

退職給付費用  〃 84

役員退職慰労引当金繰入額  〃 43

賞与引当金繰入額  〃 235

※３ 固定資産売却益の内訳 ※３ 固定資産売却益の内訳 

土地使用権(無形固定資産に含む) 百万円52

その他  〃 5

計  〃 58

車両運搬具   百万円0

その他  〃 0

計  〃 0

※４ 固定資産除売却損の内訳 ※４ 固定資産除売却損の内訳 

  
除却 

（百万円） 
売却

（百万円）

計
（百万円）

建物及び構築物  22  0  22

借地権(無形固定資産に含む)   17  －  17

その他  4  2  6

計  43  2  46

  
除却 

（百万円） 
売却

（百万円）

計
（百万円）

建物及び構築物  17  －  17

その他  3  0  4

計  21  0  22



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0千株は、単元未満株式の買取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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  17,737  －  －  17,737

合計  17,737  －  －  17,737

自己株式         

普通株式  41  0  －  41

合計  41  0  －  41

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会 

普通株式  309  17.5 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年11月４日 
取締役会 

普通株式  309  17.5 平成20年９月30日 平成20年12月５日

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 
定時株主総会 

普通株式  309 利益剰余金  17.5 平成21年３月31日 平成21年６月24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．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0千株は、単元未満株式の買取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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

   

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  17,737  －  －  17,737

合計  17,737  －  －  17,737

自己株式         

普通株式  41  0  －  41

合計  41  0  －  41

  
（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６月23日 
定時株主総会 

普通株式  309  17.5 平成21年３月31日 平成21年６月24日

平成21年11月10日 
取締役会 

普通株式  309  17.5 平成21年９月30日 平成21年12月４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６月23日 
定時株主総会 

普通株式  309 利益剰余金  17.5 平成22年３月31日 平成22年６月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成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金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目金額との関係 

現金及び預金勘定   百万円7,888

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 〃 △293

現金及び現金同等物  〃 7,595

現金及び預金勘定   百万円10,607

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 〃 △230

現金及び現金同等物  〃 10,376



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） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1）電子部品物流事業……国内外に於ける電子部品貨物の運送、保管、フォワーディング等の事業 

(2）商品販売事業……包装資材、成形材料及びデバイスの仕入及び販売事業 

(3）消費物流事業……日本国内に於ける消費者向け貨物の運送、保管、流通加工等の事業 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度4,460万円、当連結会計年度  

6,781百万円であり、その主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証

券）及び本社管理部門に係る資産等であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
電子部品 
物流事業
（百万円） 

商品販売
事業 

（百万円） 

消費物流
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  31,231  7,854  21,690  60,776  －  60,776

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  31,231  7,854  21,690  60,776  －  60,776

営業費用  28,931  7,692  20,831  57,455  －  57,455

営業利益  2,300  162  858  3,320  －  3,320

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

(1）資産  27,321  2,219  12,478  42,019  4,460  46,479

(2）減価償却費  882  20  807  1,710  69  1,780

(3）資本的支出  1,475  8  745  2,229  129  2,359

  
電子部品 
物流事業
（百万円） 

商品販売
事業 

（百万円） 

消費物流
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  29,217  9,316  22,273  60,807  －  60,807

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  29,217  9,316  22,273  60,807  －  60,807

営業費用  26,782  9,148  21,380  57,311  －  57,311

営業利益  2,434  168  893  3,496  －  3,496

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

(1）資産  28,262  3,367  13,854  45,484  6,781  52,266

(2）減価償却費  807  18  744  1,570  68  1,638

(3）資本的支出  739  5  1,082  1,826  62  1,888



４ 減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産及び長期前払費用とそれらの償却費が含まれております。 

５ 会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1) ③に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が「商品販売事業」で

17百万円減少しております。 

   

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） 

  

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……………中国、シンガポール、マレーシア、タイ 

その他の地域……アメリカ、メキシコ 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度4,091百万円、当連結会計年度

4,629百万円であり、その主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証

券）及び本社管理部門に係る資産等であります。 

４ 会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1) ③に記載のとおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が「日本」で８百万円、

「アジア」で９百万円それぞれ減少しております。  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  49,734  10,525  516  60,776  －  60,776

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 177  63  3  244 (244)  －

計  49,912  10,588  519  61,021 (244)  60,776

営業費用  47,598  9,635  495  57,730 (274)  57,455

営業利益  2,313  953  24  3,291  29  3,320

Ⅱ 資産  34,719  7,429  239  42,388  4,091  46,479

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  51,412  8,785  610  60,807  －  60,807

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 408  61  10  480 (480)  －

計  51,821  8,846  621  61,288 (480)  60,807

営業費用  48,948  8,285  581  57,815 (504)  57,311

営業利益  2,873  561  39  3,473  23  3,496

Ⅱ 資産  39,279  7,836  519  47,636  4,629  52,266



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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……………中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ等 

その他の地域……アメリカ、メキシコ、アイルランド等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,542  1,400  10,942

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  60,776

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 15.7  2.3  18.0

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,736  2,714  11,450

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  60,807

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 14.4  4.5  18.8



（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引 

         ――――――――― 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 有形固定資産 

 消費物流事業における設備（機械装置及び運

搬具等）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」に記載の通りでありま

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３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっており、その内容は次

のとおりであります。        

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額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。  

  
(2) 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。      

  
取得価額 
相当額 

（百万円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（百万円） 

期末残高
相当額 

（百万円）

機械装置及び
運搬具  331  249  82

工具、器具及
び備品  61  48  13

合計  393  297  95

１年以内 百万円60

１年超  〃 35

合計  〃 95

１．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 無形固定資産 

 電子部品物流事業におけるソフトウエアであ

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」に記載の通りでありま

す。 

   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 有形固定資産 

 主に消費物流事業における設備（機械装置及

び運搬具等）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」に記載の通りでありま

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３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっており、その内容は次

のとおりであります。        

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額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。  

  
(2) 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。    

  
取得価額
相当額 

（百万円） 

減価償却 
累計額 
相当額 

（百万円） 

期末残高
相当額 

（百万円）

機械装置及び
運搬具  154  127  26

工具、器具及
び備品  61  52  8

合計  216  180  35

１年以内 百万円26

１年超  〃 8

合計  〃 35



  

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) 支払リース料及び減価償却費相当額 

  

支払リース料 百万円106

減価償却費相当額  〃 106

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

  

支払リース料 百万円60

減価償却費相当額  〃 60

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす 

 る定額法によっております。 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

   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 

  

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能なも 

のに係る未経過リース料 

   

１年内 百万円438

１年超  〃 1,898

合計  〃 2,336

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能なも 

のに係る未経過リース料 

   

１年内 百万円486

１年超  〃 1,795

合計  〃 2,281



  

  

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の変更はありません。 

  
１．関連当事者との取引  

 (1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (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 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 （注）１ 取引条件については、市場動向等を勘案して価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 

２ 上記、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

ただし、輸出入運賃立替等の取引金額には消費税等を含んで表示しております。 

３ 「議決権等の被所有割合」の間接は、親会社の他の子会社(アルパイン株式会社)が所有しているものであり

ます。 

  
 (イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

     該当事項はありません。 

  
 (ウ）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  

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 （注）１ 取引条件については、市場動向等を勘案して価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

３ 当社の営業債務に関して、当社、取引先、アルプスファイナンスサービス株式会社の三者間で基本契約を締

結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 

４ 資金の借入については、借入利率は市場金利をもとに合理的に決定し、返済条件は期間１年としておりま

す。なお、担保は提供しておりません。 

   

（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 
（百万円） 
（注）1,2 

科目 
期末残高

（百万円）
（注）２ 

親会社 

アルプス

電気株式

会社  

東京都 

大田区 
 23,623

電子機器及

び部品製

造・販売 

  

被所有 

直接46.7

間接 2.2

  

（注）３ 

製品・部品の運

送・保管業務等

の受託及び倉庫

等の賃借    

役員の兼任  

運送・保管業

務等の受託及

び成形材料の

販売 

 6,234

受取手形

及び営業

未収金 
1,013

輸出入運賃立

替等 
 823

流動資産

「その他」
63

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） 
（注）1,2 

科目 
期末残高

（百万円）
（注）２ 

同一の親会

社をもつ会

社  

アルプス

ファイナ

ンスサー

ビス株式

会社 

東京都 

大田区 
 1,000

金融・リー

ス事業・保

険代理業 

なし 

ファクタリン

グ取引・リー

ス契約及び保

険代理契約 

営業未払金の

ファクタリン

グ 

（注）３ 

 3,105

営業 

未払金 
844

 流動負債

「その他」
16

資金借入 

（注）４ 
 －

短期 

借入金 
750

利息の支払 

（注）４ 
 11  未払費用 －



 (エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  該当事項はありません。 

  

  (2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

    該当事項はありません。 

  

  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

    親会社情報 

     アルプス電気株式会社（東京証券取引所に上場） 

  

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  

 (1）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 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 （注）１ 取引条件については、市場動向等を勘案して価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 

２ 上記、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

ただし、輸出入運賃立替等の取引金額には消費税等を含んで表示しております。 

３ 「議決権等の被所有割合」の間接は、親会社の他の子会社(アルパイン株式会社)が所有しているものであり

ます。 

  
 (イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

     該当事項はありません。 

  

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） 
（注）1,2 

科目 
期末残高

（百万円）
（注）２ 

親会社 

アルプス

電気株式

会社  

東京都 

大田区 
 23,623

電子機器及

び部品製

造・販売 

  

被所有 

直接46.7

間接 2.2

  

（注）３ 

製品・部品の運

送・保管業務等

の受託及び倉庫

等の賃借    

役員の兼任  

運送・保管業

務等の受託及

び成形材料の

販売 

 6,053

受取手形

及び営業

未収金 
1,461

輸出入運賃立

替等 
 750

流動資産

「その他」
158



 (ウ）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  

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 （注）１ 取引条件については、市場動向等を勘案して価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

３ 当社の営業債務に関して、当社、取引先、アルプスファイナンスサービス株式会社の三者間で基本契約を締

結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 

４ 資金の借入については、借入利率は市場金利をもとに合理的に決定し、返済条件は期間１年としておりま

す。なお、担保は提供しておりません。 

   

 (エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  該当事項はありません。 

  

  (2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

    該当事項はありません。 

  

  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

    親会社情報 

     アルプス電気株式会社（東京証券取引所に上場）  

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 
（百万円） 
（注）1,2 

科目 
期末残高

（百万円）
（注）２ 

同一の親会

社をもつ会

社  

アルプス

ファイナ

ンスサー

ビス株式

会社 

東京都 

大田区 
 1,000

金融・リー

ス事業・保

険代理業 

なし 

ファクタリン

グ取引・リー

ス契約及び保

険代理契約 

営業未払金の

ファクタリン

グ 

（注）３ 

 4,756

営業 

未払金 
1,553

 流動負債

「その他」
38

資金借入 

（注）４ 
 －

短期 

借入金 
350

利息の支払 

（注）４ 
 7  未払費用 －



  

（税効果会計関係）

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

賞与引当金 百万円420

未払事業税等  〃 34

未払賞与社会保険料  〃 58

退職給付引当金  〃 489

役員退職慰労引当金 

その他有価証券評価差額金  

 〃 

 〃 

111

41

借地権償却  〃 36

その他  〃 105

繰延税金資産小計   〃 1,297

    評価性引当額  〃  △132

    繰延税金資産合計   〃  1,165

（繰延税金負債）  

子会社の留保利益金 百万円△77

その他  〃 △11

繰延税金負債合計  〃 △89

繰延税金資産の純額  〃 1,075

（繰延税金資産）  

賞与引当金 百万円502

未払事業税等  〃 101

未払賞与社会保険料  〃 76

退職給付引当金  〃 569

役員退職慰労引当金  〃 127

借地権償却  〃 40

その他  〃 111

繰延税金資産小計   〃 1,529

    評価性引当額  〃  △143

    繰延税金資産合計   〃  1,386

（繰延税金負債）  

子会社の留保利益金 百万円△52

その他  〃 △21

繰延税金負債合計  〃 △74

繰延税金資産の純額  〃 1,311

 （注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

 （注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産－繰延税金資産 百万円486

固定資産－繰延税金資産   〃  592

流動負債－繰延税金負債   〃  △3

流動資産－繰延税金資産 百万円698

固定資産－繰延税金資産   〃  617

流動負債－繰延税金負債   〃  △4

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。 

法定実効税率  ％40.4

 （調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない 

  項目 

％1.5

 住民税均等割 ％1.8

 外国税額控除 ％△2.1

 在外連結子会社との税率差異 ％△3.6

 在外連結子会社からの受取配当金 ％0.9

 評価性引当額  ％4.0

 その他 ％0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％43.7

  

    



決算短信における開示の必要性が大きくないため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  
２ 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 

 その他有価証券 

  
当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  
２ 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 

 その他有価証券 

  

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  

前連結会計年度（平成21年３月31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）

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

株式  91  107  16

小計  91  107  16

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式  272  154  △117

小計  272  154  △117

合計  364  262  △101

非上場株式 百万円 9

  

当連結会計年度（平成22年３月31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）

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

株式  94  165  70

小計  94  165  70

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式  273  231  △42

小計  273  231  △42

合計  367  396  28

非上場株式 百万円 9

（デリバティブ取引関係）



  

  

（退職給付関係）

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 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支

払う場合があります。 

 提出会社である株式会社アルプス物流は、昭和53年

12月より従来の退職金制度の一部（60％相当額）を適

格退職年金制度へ移行しました。その後、順次移行割

合を増加し、平成６年３月よりその割合を80％相当額

と致しました。 

 また、平成13年度に退職金制度全般の見直しを行

い、平成14年４月１日よりポイント制退職金制度へ改

めると同時に移行割合も90％相当額と致しました。 

 なお、国内連結子会社は退職一時金制度のみ設けて

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21年３月31日） ２ 退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日） 

イ 退職給付債務 百万円△2,546

ロ 年金資産  〃 818

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ）  〃 △1,728

ニ 未認識数理計算上の差異  〃 555

ホ 未認識過去勤務債務  〃 △40

へ 連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ） 
 〃 △1,212

ト 前払年金費用  〃 －

チ 退職給付引当金（へ－ト）  〃 △1,212

イ 退職給付債務 百万円△2,742

ロ 年金資産  〃 1,051

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ）  〃 △1,690

ニ 未認識数理計算上の差異  〃 313

ホ 未認識過去勤務債務  〃 △32

へ 連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ） 
 〃 △1,409

ト 前払年金費用  〃 －

チ 退職給付引当金（へ－ト）  〃 △1,409

３ 退職給付費用に関する事項 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３ 退職給付費用に関する事項 

（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

イ 勤務費用 百万円281

ロ 利息費用  〃 38

ハ 期待運用収益  〃 △9

ニ 過去勤務債務の費用処理額  〃 △7

ホ 数理計算上の差異の費用処理額  〃 39

ヘ その他  〃 5

ト 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ） 
 〃 347

イ 勤務費用 百万円305

ロ 利息費用  〃 42

ハ 期待運用収益  〃 △8

ニ 過去勤務債務の費用処理額  〃 △7

ホ 数理計算上の差異の費用処理額  〃 67

ヘ その他  〃 3

ト 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ） 
 〃 403



  

 （注）１ 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。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 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） 

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

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率  1.0％～2.0％

ハ 期待運用収益率    1.0％

ニ 過去勤務債務の処理年数 

 13年（ただし、国内連結子会社は４年） 

 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理しております。）

ホ 数理計算上の差異の処理年数  

 13年（ただし、国内連結子会社は４年） 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間(国内連結

子会社は平均残存勤務期間以内の一定の年数)に

よる按分額を費用処理する方法。ただし、翌連結

会計年度から費用処理することとしておりま

す。） 

同左 

（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 銭1,551 21

１株当たり当期純利益金額 円 銭82 34

１株当たり純資産額 円 銭1,629 36

１株当たり当期純利益金額 円 銭104 32

  
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（百万円）  1,457  1,845

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）  1,457  1,845

普通株式の期中平均株式数（株）  17,695,615  17,695,585

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成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 3,174 5,379

受取手形 175 277

営業未収金 ※2  3,197 ※2  4,824

商品 159 271

貯蔵品 19 19

前払費用 66 61

繰延税金資産 253 372

未収金 182 300

未収還付法人税等 144 －

未収消費税等 26 54

その他 16 21

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 7,412 11,578

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  12,692 ※1  12,732

減価償却累計額 △7,122 △7,479

建物（純額） 5,570 5,253

構築物 644 642

減価償却累計額 △498 △513

構築物（純額） 146 129

機械及び装置 1,576 1,576

減価償却累計額 △1,350 △1,390

機械及び装置（純額） 225 186

車両運搬具 546 554

減価償却累計額 △445 △490

車両運搬具（純額） 100 63

工具、器具及び備品 1,499 1,538

減価償却累計額 △1,198 △1,303

工具、器具及び備品（純額） 301 234

土地 ※1  11,303 ※1  11,303

リース資産 － 192

減価償却累計額 － △3

リース資産（純額） － 188

建設仮勘定 92 2

有形固定資産合計 17,739 17,362

無形固定資産   

借地権 99 87

ソフトウエア 466 177

リース資産 － 354

その他 29 29

無形固定資産合計 595 649



（単位：百万円）

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 269 402

関係会社株式 1,134 1,134

関係会社出資金 1,005 1,005

関係会社長期貸付金 － 37

繰延税金資産 300 282

差入保証金 579 574

その他 48 42

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 3,330 3,472

固定資産合計 21,665 21,484

資産合計 29,077 33,063

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,245 3,870

短期借入金 1,850 1,850

1年内返済予定の長期借入金 71 71

リース債務 － 116

未払金 555 392

未払費用 397 557

未払法人税等 － 760

預り金 56 62

賞与引当金 535 613

流動負債合計 5,712 8,293

固定負債   

長期借入金 1,134 1,062

リース債務 － 454

退職給付引当金 434 505

役員退職慰労引当金 83 99

その他 9 9

固定負債合計 1,660 2,131

負債合計 7,372 10,425



（単位：百万円）

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 2,349 2,349

資本剰余金   

資本準備金 2,029 2,029

資本剰余金合計 2,029 2,029

利益剰余金   

利益準備金 307 307

その他利益剰余金   

別途積立金 14,350 14,350

繰越利益剰余金 2,780 3,635

利益剰余金合計 17,437 18,292

自己株式 △50 △50

株主資本合計 21,766 22,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60 17

評価・換算差額等合計 △60 17

純資産合計 21,705 22,637

負債純資産合計 29,077 33,063



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

売上高   

営業収益   

運送事業収入 10,046 9,817

保管事業収入 9,659 9,035

輸出入貨物取扱事業収入 2,936 2,950

営業収益合計 22,642 21,803

仕入商品売上高 5,579 7,744

売上高合計 28,221 29,547

売上原価   

営業原価   

運送事業費 9,059 8,603

保管事業費 7,459 6,764

輸出入貨物取扱事業費 2,355 2,261

営業原価合計 18,873 17,629

仕入商品売上原価 5,147 7,237

売上原価合計 24,021 24,867

売上総利益   

営業収益売上総利益 3,768 4,173

仕入商品売上総利益 431 506

売上総利益合計 4,200 4,680

販売費及び一般管理費 2,746 2,700

営業利益 1,454 1,979

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 217 332

保険返戻金 35 20

雑収入 67 71

営業外収益合計 327 425

営業外費用   

支払利息 54 46

為替差損 71 13

雑支出 7 2

営業外費用合計 133 62

経常利益 1,648 2,342

特別利益   

固定資産売却益 56 0

補助金収入 － 0

特別利益合計 56 0

特別損失   

固定資産除売却損 21 6

固定資産圧縮損 － 0

特別損失合計 21 6

税引前当期純利益 1,683 2,336

法人税、住民税及び事業税 563 1,015

法人税等調整額 144 △153

法人税等合計 707 862

当期純利益 975 1,474



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 2,349 2,349

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,349 2,349

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,029 2,029

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,029 2,029

資本剰余金合計   

前期末残高 2,029 2,029

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,029 2,029

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 307 307

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 307 307

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 14,350 14,350

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,350 14,350

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,423 2,780

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 975 1,474

当期変動額合計 356 854

当期末残高 2,780 3,635

利益剰余金合計   

前期末残高 17,081 17,437

当期変動額   

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 975 1,474

当期変動額合計 356 854

当期末残高 17,437 18,292



（単位：百万円）

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 △50 △50

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △50 △50

株主資本合計   

前期末残高 21,409 21,766

当期変動額   

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 975 1,474

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 356 854

当期末残高 21,766 22,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11 △60

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 77

当期変動額合計 △72 77

当期末残高 △60 17

評価・換算差額等合計   

前期末残高 11 △60

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 77

当期変動額合計 △72 77

当期末残高 △60 17

純資産合計   

前期末残高 21,421 21,705

当期変動額   

剰余金の配当 △619 △619

当期純利益 975 1,474

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 77

当期変動額合計 284 932

当期末残高 21,705 22,637



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）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）を採用しております。 

(1）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を採用し

ております。 

時価のないもの 

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を採用して

おります。 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産  

商品及び貯蔵品 

 移動平均法による原価法（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)を採用しております。 

  (会計方針の変更） 

 当事業年度より「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、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ8百万円減

少しております。  

通常の販売目的で保有するたな卸資産  

商品及び貯蔵品 

同左 

  

  

 ────── 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物付属設備を除く）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、次のとおり

であります。 

建物          ２～50年 

構築物         ３～50年 

機械及び装置      ２～17年 

車両運搬具       ２～７年 

工具、器具及び備品   ２～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

  当社は、法人税法の改正を契機として

耐用年数の見直しを行い、機械装置につ

いては平成20年４月１日より改正後の耐

用年数に基づく減価償却を行っておりま

す。 

これによる営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益への影響は軽微でありま

す。  

────── 

  

      



項目 
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） 

  

  

(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。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法によって

おります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

      ────── 

  

  

  

  

  

  所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(3）リース資産 

  所有権移転ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

    自己所有の固定資産に適用する減価 

 償却方法と同一の方法を採用しており

ます。 

   

  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 

同左 

４ 引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

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 

 従業員の賞与金の支払に備えるた

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 

 従業員の退職給付の支払に備えるた

め、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

 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以内の一定の年

数（13年）による按分額を費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間（13年）による按分額をそれぞれ

発生の翌事業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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



項目 
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） 

     (会計方針の変更) 

 当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

  

  

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、役員退職慰労金内規に基づく期末

要支給額を計上しております。 

  

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

   

          

５ 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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

  

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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） 

 (リース取引に関する会計基準)          

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。  

 これによる当事業年度の損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） 

（損益計算書関係） 

 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示

しておりました「保険返戻金」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「保険返戻金」の金額は６

百万円であります。  

────── 



  

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

 ※１ 担保に供している資産 

 次の資産を借入金の担保に供しています。 

 ※１ 担保に供している資産 

 次の資産を借入金の担保に供しています。 

不動産抵当  

建物 百万円229

土地  〃 1,607

計  〃 1,836

上記に対する債務  

１年内返済予定の長期借入金 百万円71

長期借入金  〃 234

不動産抵当  

建物 百万円207

土地  〃 1,607

計  〃 1,814

上記に対する債務  

１年内返済予定の長期借入金 百万円    71

長期借入金  〃 162

 ※２ 関係会社項目 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係

会社に対する主なものは次のとおりです。 

 ※２ 関係会社項目 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係

会社に対する主なものは次のとおりです。 

営業未収金 百万円1,063 営業未収金 百万円1,625

  ３ 偶発債務 

 倉庫賃貸借契約に対する保証債務 

  ３ 偶発債務 

 倉庫賃貸借契約に対する保証債務 

関係会社  

アルプス・ロジスティクス
（USA）INC. 

百万円194

(  千USドル)1,975

アルプス・ロジスティクス・ 
メキシコ S.A. DE C.V. 

百万円35

(  千USドル)365

関係会社  

アルプス・ロジスティクス
（USA）INC. 

百万円384

(  千USドル)4,128

アルプス・ロジスティクス・ 
メキシコ S.A. DE C.V. 

百万円94

(  千USドル)1,015

 上記のほか、アルプス・ロジスティクス（USA）

INC.及びアルプス・ロジスティクス・メキシコ 

S.A.DE C.V.の倉庫賃借に関わる共有部分維持費用の

支払債務についても保証を行っております。 

 上記のほか、アルプス・ロジスティクス（USA）

INC.及びアルプス・ロジスティクス・メキシコ 

S.A.DE C.V.の倉庫賃借に関わる共有部分維持費用の

支払債務についても保証を行っております。 

 金融機関からの借入金に対する保証債務  金融機関からの借入金に対する保証債務 

関係会社  

アルプス・ロジスティクス
（USA）INC. 

百万円9

(  千USドル)100

関係会社  

アルプス・ロジスティクス
（USA）INC. 

百万円9

(  千USドル)100

 金融機関からの借入金に対する保証予約  金融機関からの借入金に対する保証予約 

関係会社  

大連泰達アルプス物流有限公司 
百万円98

( 千USドル)1,000

関係会社  

大連泰達アルプス物流有限公司 
百万円93

( 千USドル)1,000

 上記のうち、外貨建保証債務及び保証予約は、決算日の

為替相場により円換算しております。 

 上記のうち、外貨建保証債務及び保証予約は、決算日の

為替相場により円換算しております。 



  

（損益計算書関係）

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） 

 ※１ 関係会社項目 

 関係会社に係る主な取引は次のとおりです。 

 ※１ 関係会社項目 

 関係会社に係る主な取引は次のとおりです。 

売上高 百万円6,412

受取配当金  〃 210

売上高 百万円6,462

受取配当金  〃 329

 ※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。 

 ※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。 

     百万円8      百万円△0

 ※３ 販売費及び一般管理費の主な費目 

 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用のおお

よその割合は43.0％であり、一般管理費に属する費用のお

およその割合は57.0％であります。 

 主な費目及び金額は、次のとおりです。 

 ※３ 販売費及び一般管理費の主な費目 

 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用のおお

よその割合は ％であり、一般管理費に属する費用のお

およその割合は ％であります。 

 主な費目及び金額は、次のとおりです。 

41.2

58.8

役員報酬 百万円145

賃金給与及び諸手当  〃 1,050

法定福利費  〃 191

賞与引当金繰入額  〃 159

退職給付費用  〃 66

役員退職慰労引当金繰入額  〃 18

支払手数料  〃 224

厚生費 

旅費交通費          

 〃 

 〃 

165

142

減価償却費  〃 99

賃金給与及び諸手当 百万円1,092

法定福利費  〃 220

賞与引当金繰入額  〃 198

退職給付費用  〃 77

役員退職慰労引当金繰入額  〃 20

支払手数料  〃 217

厚生費 

減価償却費 

 〃 

 〃 

140

92

   

 ※４ 固定資産売却益の内訳  ※４ 固定資産売却益の内訳 

建物 百万円2

構築物  〃 0

機械及び装置 

車両運搬具 

工具、器具及び備品 

土地使用権 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

0

0

0

52

計  〃 56

構築物 百万円0

機械及び装置  〃 0

車両運搬具  〃 0

計  〃 0

 ※５ 固定資産除売却損の内訳  ※５ 固定資産除売却損の内訳 

  
除却

(百万円) 
売却 

(百万円) 
計

(百万円)

建物  0  0  0

構築物  0  －  0

機械及び装置  0  －  0

車両運搬具  0  0  1

工具、器具及び備品  1  －  1

借地権  17  －  17

計  20  0  21

  
除却 

(百万円) 
売却 

(百万円) 
計

(百万円)

建物  3  －  3

構築物  0  －  0

機械及び装置  0  －  0

車両運搬具  0  －  0

工具、器具及び備品  0  0  0

ソフトウエア  0  －  0

無形固定資産その他  0  －  0

計  6  0  6



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

  

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0千株は、単元未満株式の買取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（千株） 

当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
株式数（千株） 

普通株式  41  0  －  41

合計  41  0  －  41

  
前事業年度末
株式数（千株） 

当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
株式数（千株） 

普通株式  41  0  －  41

合計  41  0  －  41



（リース取引関係）

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） 

１．ファイナンスリース取引  

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

リース取引に関する会計基準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 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 無形固定資産 

 電子部品物流事業におけるソフトウエアであ

ります。  

  ② リース資産の減価償却の方法 

 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」に記載の通りでありま

す。 

   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 有形固定資産 

 電子部品物流事業における設備（工具、器具

及び備品）であります。  

  ② リース資産の減価償却の方法 

 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」に記載の通りでありま

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) 

工具、器具及
び備品  45  43  1

合計  45  43  1

  

（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。 

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額   

１年内 百万円1

１年超  〃 0

合計  〃 1

  

    

   

（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) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額   

支払リース料 百万円4

減価償却費相当額  〃 4

  

   



  

 前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

  

  

  

   

  

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） 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

 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年内 百万円291

１年超  〃 1,190

合計  〃 1,481

  

  

  

  

２．オペレーティング・リース取引 

 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年内 百万円291

１年超  〃 898

合計  〃 1,190

（有価証券関係）



  

（税効果会計関係）

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） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

賞与引当金 百万円216

未払賞与社会保険料  〃 29

退職給付引当金  〃 175

その他有価証券評価差額金  〃 41

借地権償却  〃 36

役員退職慰労引当金  〃 33

その他  〃 79

  繰延税金資産小計  〃 610

  評価性引当額  〃 △52

  繰延税金資産合計  〃 558

（繰延税金負債）  

未収還付事業税 百万円△4

繰延税金負債合計  〃 △4

繰延税金資産の純額  〃 554

（繰延税金資産）  

賞与引当金 百万円247

未払事業税等  〃 70

未払賞与社会保険料  〃 39

退職給付引当金  〃 204

借地権償却  〃 40

役員退職慰労引当金  〃 40

その他  〃 78

  繰延税金資産小計  〃 721

  評価性引当額  〃 △55

  繰延税金資産合計  〃 666

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額金 百万円△11

繰延税金負債合計  〃 △11

繰延税金資産の純額  〃 654

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別内訳 

  

法定実効税率  ％ 40.4

(調整)  

交際費等永久に損金に算入   

されない項目  ％ 1.3

受取配当金等永久に益金に算入  

されない項目  ％ △3.9

住民税均等割  ％ 1.5

外国税額控除  ％ △0.5

情報基盤強化税額控除  ％ △1.3

その他  ％ △0.6

税効果会計適用後の法人税等の   

負担率  ％ 36.9



 （注）１ 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。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

役員の異動 

  

 ①役員の異動 

  

 １）昇格予定取締役 

  

     常務取締役   佐伯 和好 （現 取締役 事業推進担当、国際事業本部長） 

  

   ２）新任取締役候補 

  

     取締役    泉 紳一郎 （現 理事 営業副担当 兼 戦略営業部長） 

  

   ３）退任予定取締役 

  

     大和田 武  （現 専務取締役 管理担当、営業担当） 

             ※顧問就任予定 

     横山 日出雄 （現 常務取締役 国内事業本部長）     

             ※顧問就任予定 

  

  ②就任及び退任予定日 

  

     平成22年6月23日 

  

  

  

  

  

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額 円 銭1,226 59

１株当たり当期純利益金額 円 銭55 15

１株当たり純資産額 円 銭1,279 31

１株当たり当期純利益金額 円 銭83 31

  
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） 

当期純利益（百万円）  975  1,474

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）  975  1,474

普通株式の期中平均株式数（株）  17,695,615  17,695,585

（重要な後発事象）

６．その他
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