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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 193,870 △11.0 18,869 △10.4 19,928 △11.7 11,254 △13.1
21年3月期 217,797 △0.3 21,058 △6.5 22,566 △5.2 12,945 △4.9

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 42.48 ― 4.7 7.0 9.7
21年3月期 47.75 ― 5.5 8.0 9.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  168百万円 21年3月期  59百万円

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 289,185 244,052 84.4 929.40
21年3月期 280,251 235,044 83.9 883.92

（参考） 自己資本   22年3月期  244,014百万円 21年3月期  235,007百万円

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 21,211 △13,313 △4,508 28,405
21年3月期 24,378 △11,414 △7,718 24,714

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 ― ― ― 8.50 8.50 2,259 17.8 1.0
22年3月期 ― ― ― 8.50 8.50 2,231 20.0 0.9
23年3月期 

（予想）
― ― ― 8.50 8.50 17.0

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

104,400 10.6 10,800 16.6 11,300 14.5 6,400 17.0 24.38

通期 212,000 9.4 21,700 15.0 22,600 13.4 13,100 16.4 49.90
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  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19ページをご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 274,345,675株 21年3月期 274,345,675株
② 期末自己株式数 22年3月期  11,794,848株 21年3月期  8,475,547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 181,395 △11.7 18,669 △10.4 20,242 △10.1 11,691 △10.6
21年3月期 205,307 △0.5 20,828 △6.6 22,505 △5.1 13,072 △5.8

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 44.12 ―
21年3月期 48.22 ―

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 283,852 241,342 85.0 919.22
21年3月期 275,061 232,823 84.6 875.70

（参考） 自己資本 22年3月期  241,342百万円 21年3月期  232,823百万円

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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」を御覧下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

97,600 10.0 10,500 14.4 11,200 11.8 6,400 13.2 24.38

通期 198,000 9.2 21,100 13.0 22,400 10.7 13,000 11.2 49.51
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、回復基調に転じた中国やアジア向け貨物を中心に、景気は一部に持ち直し

の傾向を辿りましたが、企業の生産水準は依然として低く、民間設備投資は力強さを欠き、厳しい所得環境や雇用情

勢のなか、個人消費も低迷するなど、景気は依然として厳しい状況で推移しました。  

 物流業界におきましても、輸出入貨物、国内貨物ともに回復の兆しが現れ始めましたが、取扱い水準は低く、経営

環境は厳しいままに終始しました。 

 このような状況下にあって当社グループは、港湾から配送までの一貫高付加価値サービスに加え顧客ニーズに即し

た物流を創造する「上組デザイン物流」を組み合わせた、当社独自の提案型営業活動を展開するとともに組織の効率

化、活性化と併せて、徹底したコストの削減に取り組んでまいりました。 

 この結果、当連結会計年度における作業収入は前連結会計年度に比べて11.0%減収の 百万円となりまし

た。 

 また、自営作業を中心とした外注費の削減や作業の効率化の追求から、作業原価は前連結会計年度に比べて11.5%

減少の 百万円、販売費及び一般管理費におきましても4.9%減少の 百万円となり、利益面におきまし

ては、営業利益は前連結会計年度に比べて10.4%減益の 百万円、経常利益におきましても11.7%減益の

百万円となり、当期純利益は13.1%減益の 百万円となりました。 

 各セグメント別の事業の状況は次のとおりであります。 

  

[物流事業部門]  

 物流事業部門における港湾運送事業では、貨物の取扱いに回復感が現れ始めましたものの、製鉄原料、飼料・穀

物、自動車、コンテナなど輸出入貨物とも依然として低調な取扱いであり、作業収入は前連結会計年度に比べて7.1%

減収の730億91百万円となりました。 

 また、港湾運送に接続する各事業におきましても、景気の低迷や消費の減退により物流量の減少を余儀なくされ、

自動車運送関連事業は前連結会計年度に比べて5.6%減収の319億4百万円、倉庫業は5.2%減収の184億1百万円、倉庫工

場荷役請負業は11.3%減収の156億48百万円、重量貨物運搬業は24.8%減収の55億56百万円となるなど、物流事業部門

の作業収入は前連結会計年度に比べて10.4%減収の1,851億98百万円となりました。 

  

[その他事業部門] 

 建設機工事業を含むその他事業部門は、民間設備投資の減少等の影響を受け、前連結会計年度に比べて22.5%減収

の86億72百万円となりました。 

  

１．経営成績

1,938億70

1,609億16 140億85

188億69 199億28

112億54

㈱上組（9364）平成22年３月期決算短信

-3-



     セグメント別作業収入                               (単位 百万円)  

  

  

（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、景気は中国を中心とする新興国経済の高成長に支えられ、持ち直し傾向にあります

が、先進国経済の回復は軌道に乗ったとは言えず、下振れ懸念やデフレの影響などによる不安定要因が見受けられ、

先行き予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 物流業界におきましても、小さくなりつつあるパイを多数のプレーヤーが競い合う企業間競争はさらに激化し、厳

しい経営環境が続くものと予想されます。 

 このような環境下にあって当社グループは、独自の物流ネットワークを駆使した物流アウトソースの受託など、顧

客ニーズに即した物流をデザインする「上組デザイン物流」の創造からグローバル・ロジスティクスの構築を目指す

とともに、経営の多角化と事業基盤を一層強化するため、サニープレイス事業部の設置による不動産賃貸事業への本

格参入や農業法人会社を設立し、農業分野への進出を図るなど、継続的な成長と企業価値のさらなる向上に努めてま

いる所存であります。 

 平成23年３月期の連結業績予想といたしまして、作業収入2,120億円、営業利益217億円、経常利益226億円、当期

純利益131億円を見込んでおります。 

  

  前連結会計年度 当連結会計年度 
前連結会計年度比増減 

 金額 率（％）

物流事業         

港湾運送  78,650  73,091  △5,558  △7.1

倉庫  19,411  18,401  △1,009  △5.2

自動車運送関連  33,804  31,904  △1,899  △5.6

倉庫工場荷役請負  17,650  15,648  △2,002  △11.3

重量貨物運搬  7,389  5,556  △1,833  △24.8

港湾関連  13,672  12,419  △1,252  △9.2

梱包  2,841  2,269  △571  △20.1

内航海運取扱  3,285  2,602  △682  △20.8

通関  2,161  2,063  △97  △4.5

その他  27,738  21,239  △6,499  △23.4

小  計  206,605  185,198  △21,406  △10.4

その他事業        

建設機工  7,481  5,310  △2,170  △29.0

その他  3,711  3,361  △350  △9.4

小  計  11,192  8,672  △2,520  △22.5

合  計  217,797  193,870  △23,927  △11.0
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、「現金及び預金」、「有価証券」並びに株式相場の上昇により「投資有価証

券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、89億33百万円増加の 百万円となりました。 

 当連結会計年度末における負債合計は、「支払手形及び下払未払金」が増加しましたが、「未払法人税等」並びに

「退職給付引当金」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて74百万円減少の 百万円となりま

した。 

 当連結会計年度末における純資産は、控除項目である「自己株式」が増加しましたが、当期純利益による「利益剰

余金」並びに「その他有価証券評価差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて90億7百万円増

加の 百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活

動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び

現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、36億90百万円増加の 百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前当期純利益 百万円に減価償却費 百万円、法

人税等の支払額 百万円などを加減算し、合計では 百万円の純収入となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は固定資産の取得に 百万円及び投資有価証券の取得に 百万円

をそれぞれ支出し、その他の増減を合わせた合計では、 百万円の純支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は自己株式の取得、配当金を支出した結果、合計では 百万円の純支

出となりました。 

  

（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おります。 

（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おります。 

（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、更なる収益の拡大と株主価値の増大を目指し、業績ならびに経営環境の変化に配慮しつつ、企業体質の強

化と今後の積極的な事業展開に備え、内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様への安定的な配当の継続を基本方

針としております。 

 なお、内部留保資金の使途につきましては、主に新規事業の開拓や成長事業分野への設備投資および情報化投資な

どの原資として活用させていただく所存であります。 

 当期の配当につきましては、１株当たり8円50銭とさせていただく予定であります。 

 また、次期につきましては、景気は一部に持ち直しの傾向があらわれはじめましたものの本格的な回復にはほど遠

く、経営環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されますが、安定的な配当の継続を基本に、年間配当につき

ましては、当期と同額の１株当たり8円50銭とさせていただく予定であります。 

  

2,891億85

451億33

2,440億52

284億5

197億1 100億84

83億89 212億11

79億63 46億24

133億13

45億8

  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（％）  81.2  81.2  81.8  83.9  84.4

時価ベースの自己資本比率（％）  96.9  99.9  75.8  62.1  68.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  104,571.3  41,326.2    －    －    －
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のようなものがありま

す。 

 なお、文中における将来に関する事項は、原則として当連結会計年度末(平成22年3月31日)現在において判断した

ものであります。 

  

①  輸出入貨物の取扱いにおける影響について 

 当社グループは世界中の多種多様な輸出入貨物を取扱っていることから、特定の貨物の取扱量の増減によって、経

営成績に多大な影響を受けることは少ないと考えられますが、以下のような種々の要因により、貨物取扱量が減少し

業績に影響を受ける可能性があります。 

1.青果物や穀物など食料品の産地における天候不順による生産量の減少 

2.ＢＳＥや新型インフルエンザなどの新たな病原菌の発生による食材や飼料の輸入禁止措置 

3.緊急輸入制限措置（セーフガード）などの法律又は規制の変更 

4.テロ、戦争などの要因による社会的混乱 

  

②  環境問題の影響について 

 現在、当社グループの主要な事業の一つである自動車運送事業は、ＣＯ2や窒素酸化物及び粒子状物質の排出量、

安全性など課せられる規制は広範囲にわたっており、今後、これらの規制は変更されることがあり、より厳しくなる

ことが考えられます。 

 これまで、当社グループはこれらの規制に迅速に対応し遵守してきましたが、今後、新たに追加される規制に対応

するために、費用の支出を余儀なくされる可能性があり業績に影響を受けることがあります。 

  

③  事故及び自然災害などによる影響について 

 当社グループは、過去の経験などをもとに事故や自然災害による、業績に与える影響を 小限にするため日々対策

や研究を重ねております。しかし、作業工程や設備等で発生する事故、大地震などの自然災害による影響を完全に防

止又は軽減できる保証はないため、当社グループの主要な事業拠点において、重要な影響を及ぼす災害等が発生した

場合、業績に影響を受けることがあります。 

  

④  退職給付債務による影響について 

 当社グループの従業員に対する退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件や年金資産

の期待運用収益率等に基づいて算出しております。よって、予定給付債務を計算する前提となる数理計算上の前提・

仮定に変更があった場合、年金資産の時価や運用利回りが低下した場合には、その影響は累積され、将来にわたって

規則的に認識されるため、将来の期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼすものであります。

 したがって、今後、割引率の低下や年金資産の運用利回りの悪化があった場合、業績と財務状態に影響を及ぼす可

能性があります。 
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 当社グループは、当社及び子会社15社、関連会社13社により構成されており、営んでいる主な事業内容と当該事業に 

係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 なお、（ ）内の部門が事業の種類別セグメントであります。 

  

２．企業集団の状況

(物流事業部門)   

港湾運送事業  港湾における貨物の受取り、もしくは引渡し業務を中心に、コンテナターミナル運

営、上屋保管、はしけ運送等を行う事業であり、その事業に係る子会社は大分港運㈱他

５社及び関連会社は上津港運㈱他６社であります。 

倉庫業  寄託された貨物を倉庫及びサイロに保管するとともに、保管貨物の入出庫及びこれに

付随する作業を行う事業であり、その事業に係る関連会社は日本ポート産業㈱でありま

す。 

自動車運送関連事業  貨物自動車運送及び貨物自動車運送の委託、取次を行う事業であり、その事業に係る

子会社は上組陸運㈱他１社及び関連会社は上海上組物流有限公司他２社であります。 

倉庫工場荷役請負業  倉庫業者及び鉄鋼メーカー等からの依頼を受けて、倉庫荷役作業及び工場構内運搬作

業等を行う事業であり、その事業に係る子会社は泉産業㈱であります。 

重量貨物運搬業  大型産業機器等の重量貨物の運搬を行う事業であり、その事業は当社が行っておりま

す。 

その他運輸業  上記事業に関連する運輸事業等であり、それらの事業に係る子会社は上組海運㈱他３

社であります。 

(その他事業部門)   

 その他事業  据付解体等の機工作業、建設業、鋼構造物の製作、ソフトウェアの開発・設計及びメ

ンテナンス、物品等の販売・リース、金融業、不動産の賃貸並びにスポーツ施設等の経

営を行う事業であり、それらの事業に係る子会社は㈱カミックス他１社及び関連会社は

㈱神戸港国際流通センター他１社であります。 
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 当社グループが営んでいる事業の関連を図示すると次のとおりであります。 

 
 （注）１．★は連結子会社であり、※は持分法適用会社であります。 

２．上組国際貨運代理(深圳)有限公司及び台湾上組股份有限公司は、上組(香港)有限公司の子会社であります。

３．上組(東莞)貨運有限公司は、上組(香港)有限公司の関連会社であります。 

４．㈲ナゴヤトランスポートエージェンシーズは㈱ディ・エス・エーエージェンシーズナゴヤの子会社でありま

す。 

５．矢印は役務の流れを示しております。  
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(1）会社の経営の基本方針 

物流を総合的にマネジメントできる企業として、国内外のハード、ソフトの増強、人材の育成に努め、グローバル

企業としての価値を高めるとともに、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たし、企業価値の更なる向上を図ってまいり

ます。 

  

(2）会社の対処すべき課題、目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、世界の経済情勢の急激な悪化にともなう事業経営環境の激変を踏まえ、現行の平成24年３月期を

終年度とする中期５ヵ年計画を見直し、新たに平成27年３月期を 終年度とする中期５ヵ年計画を策定いたしまし

た。 

 具体的な経営戦略は、以下のとおりです。 

  

①経営基盤の強化 

 港湾運送事業などの基幹事業を中心に人材・施設・資金の経営資源を集中させるとともに、施設の充実と現場力を

向上させ、ＩＴの活用による提案営業力を強化してさらなる事業基盤の強化を図ります。 

  

②グローバル・ロジスティクスの強化 

 グローバル企業として、新たな海外事業の創造を視野に、積極的に海外拠点網の拡大を図り、マーケットとして成

長が望める中国、及び既に海外拠点網のあるアジアを重点地域として、さらなるロジスティクス強化を図ります。 

  

③継続的な成長戦略 

 保有資産の不動産活用戦略として、賃貸マンション（サニープレイス）事業に本格参入し、また、グループ企業の

柔軟な発想によるインターネット・ショッピングや、農業事業分野への進出など、新規事業への取組みを強化し、グ

ループの継続的な成長戦略として取組んでまいります。 

  

④シナジー効果の追求 

 国内、海外事業を問わず、他社とのシナジー効果を模索し、業務提携や資本参加を視野に入れて事業展開の加速を

目指します。 

  

⑤ＣＳＲの推進 

 「法令順守と安全は企業の要」を社長方針の一つとして 重要項目と捉えて実践し、また、社会に貢献する活動を

さらに充実させ、「企業価値の向上」と「企業の社会的責任」を果たします。 

  

 これらにより、新たな中期５ヵ年計画の 終年度となる平成27年３月期の連結業績目標は、作業収入3,000億円、

経常利益300億円とし、当社グループの全精力を結集して、目標を達成すべく取り組んでまいります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成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 17,216 18,405

受取手形及び営業未収金 34,780 35,567

有価証券 7,498 12,612

貯蔵品 307 272

繰延税金資産 1,972 1,819

その他 14,285 14,409

貸倒引当金 △57 △59

流動資産合計 76,003 83,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  95,349 ※1  97,107

機械装置及び運搬具（純額） ※1  13,468 ※1  12,115

土地 64,753 64,832

建設仮勘定 3,479 821

その他（純額） ※1  583 ※1  619

有形固定資産合計 177,633 175,496

無形固定資産 6,352 6,312

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  10,652 ※2  15,604

長期貸付金 773 804

繰延税金資産 4,412 3,376

その他 ※2  4,490 ※2  4,620

貸倒引当金 △67 △59

投資その他の資産合計 20,261 24,347

固定資産合計 204,248 206,157

資産合計 280,251 289,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 18,680 19,593

未払法人税等 4,553 4,372

賞与引当金 162 182

繰延税金負債 0 0

その他 8,987 8,397

流動負債合計 32,384 32,547

固定負債   

退職給付引当金 12,151 11,895

役員退職慰労引当金 27 29

船舶特別修繕引当金 0 1
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（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) 

繰延税金負債 35 91

その他 609 568

固定負債合計 12,823 12,586

負債合計 45,207 45,133

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 181,360 191,364

自己株式 △5,835 △8,084

株主資本合計 234,021 241,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 986 2,444

為替換算調整勘定 － △206

評価・換算差額等合計 986 2,237

少数株主持分 36 37

純資産合計 235,044 244,052

負債純資産合計 280,251 289,185
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成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) 

作業収入 217,797 193,870

作業原価 181,927 160,916

作業総利益 35,870 32,954

販売費及び一般管理費 ※1  14,812 ※1  14,085

営業利益 21,058 18,869

営業外収益   

受取利息 146 114

受取配当金 625 223

受取地代家賃 260 271

持分法による投資利益 59 168

その他 461 350

営業外収益合計 1,553 1,128

営業外費用   

為替差損 21 23

その他 24 46

営業外費用合計 45 69

経常利益 22,566 19,928

特別利益   

固定資産売却益 ※2  112 ※2  36

船舶特別修繕引当金戻入額 11 －

特別利益合計 123 36

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  249 ※3  218

投資有価証券評価損 103 15

ゴルフ会員権売却損 － 25

ゴルフ会員権評価損 24 3

特別損失合計 378 262

税金等調整前当期純利益 22,311 19,701

法人税、住民税及び事業税 8,999 8,161

法人税等調整額 364 284

法人税等合計 9,363 8,446

少数株主利益 2 0

当期純利益 12,945 11,254
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成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 31,642 31,642

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,642 31,642

資本剰余金   

前期末残高 26,854 26,854

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,854 26,854

利益剰余金   

前期末残高 170,739 181,360

当期変動額   

連結範囲の変動 － 1,008

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 12,945 11,254

当期変動額合計 10,620 10,003

当期末残高 181,360 191,364

自己株式   

前期末残高 △442 △5,835

当期変動額   

自己株式の取得 △5,393 △2,248

当期変動額合計 △5,393 △2,248

当期末残高 △5,835 △8,084

株主資本合計   

前期末残高 228,793 234,021

当期変動額   

連結範囲の変動 － 1,008

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 12,945 11,254

自己株式の取得 △5,393 △2,248

当期変動額合計 5,227 7,755

当期末残高 234,021 241,776

㈱上組（9364）平成22年３月期決算短信

-13-



（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 4,010 986

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,023 1,457

当期変動額合計 △3,023 1,457

当期末残高 986 2,444

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △206

当期変動額合計 － △206

当期末残高 － △206

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,010 986

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,023 1,251

当期変動額合計 △3,023 1,251

当期末残高 986 2,237

少数株主持分   

前期末残高 37 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 1

当期変動額合計 △1 1

当期末残高 36 37

純資産合計   

前期末残高 232,841 235,044

当期変動額   

連結範囲の変動 － 1,008

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 12,945 11,254

自己株式の取得 △5,393 △2,248

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,024 1,252

当期変動額合計 2,202 9,007

当期末残高 235,044 244,052
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成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 22,311 19,701

減価償却費 10,862 10,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △730 △341

受取利息及び受取配当金 △771 △338

持分法による投資損益（△は益） △59 △168

投資有価証券評価損益（△は益） 103 15

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 25

ゴルフ会員権評価損 24 3

有形固定資産除売却損益（△は益） 137 181

売上債権の増減額（△は増加） 5,062 △475

たな卸資産の増減額（△は増加） 20 35

仕入債務の増減額（△は減少） △4,232 842

その他 141 △420

小計 32,892 29,139

利息及び配当金の受取額 803 461

法人税等の支払額 △9,317 △8,389

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,378 21,211

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △10,541 △7,963

固定資産の売却による収入 174 86

投資有価証券の取得による支出 △773 △4,624

投資有価証券の売却による収入 57 －

関係会社株式の取得による支出 － △834

貸付けによる支出 △29 △200

貸付金の回収による収入 57 70

その他 △359 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,414 △13,313

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,324 △2,259

自己株式の増減額（△は増加） △5,393 △2,248

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,718 △4,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,245 3,377

現金及び現金同等物の期首残高 19,469 24,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 313

現金及び現金同等物の期末残高 ※  24,714 ※  28,405
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 該当事項はありません。 

   

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成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 

(1）連結子会社数  ５社 

 連結子会社名 

上組陸運㈱ 

上組海運㈱ 

上組航空サービス㈱ 

泉産業㈱ 

㈱カミックス  

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社数  ７社 

 連結子会社名 

上組陸運㈱ 

上組海運㈱ 

上組航空サービス㈱ 

泉産業㈱ 

㈱カミックス  

上組（香港）有限公司 

大分港運㈱ 

 上記のうち、上組（香港）有限公司及び大分港運㈱

については、当社グループ各社の戦略的役割、位置付

けの見直しを行った結果、当社グループの中での重要

性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含

めております。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称  大分港運㈱ 

 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であるため連結の範囲から除

外しております。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称  上津運輸㈱ 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用非連結子会社数  ２社 

持分法適用会社名 

大分港運㈱ 

上津運輸㈱ 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用非連結子会社数  １社 

 持分法適用会社名 

上津運輸㈱ 

 前連結会計年度において持分法適用会社でありまし

た大分港運㈱は、当社グループ各社の戦略的役割、位

置付けの見直しを行った結果、当社グループの中での

重要性が増したため、連結子会社とし、持分法適用の

範囲から除外しております。 

――――――――― (2）持分法適用関連会社数  ２社 

 持分法適用会社名 

日本ポート産業㈱ 

EASTERN SEA LEAM CHABANG TERMINAL CO.,LTD. 

 上記の２社は、当社グループ各社の戦略的役割、位

置付けの見直しを行った結果、当社グループの中での

重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用

の範囲に含めております。 
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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） 

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）主要な持分法非適用会社等の名称等 

主要な持分法非適用会社等の名称 

（子会社） 丸古海運㈱ 

（関連会社）日本ポート産業㈱ 

 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

(3）主要な持分法非適用会社等の名称等 

主要な持分法非適用会社等の名称 

（子会社） 丸古海運㈱ 

（関連会社）㈱神戸港国際流通センター 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、全て連結決算日に一致してお

ります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 国内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。 

 在外連結子会社の事業年度の末日は、12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在

の財務諸表を使用し、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。

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 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法 

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 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  …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

価は主として移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

ロ たな卸資産（貯蔵品） 

… 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

ロ たな卸資産（貯蔵品） 

同左 

（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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。  

――――――――― 
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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） 

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） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産のうち建物（建物付属設備は除く）

は主として定額法、建物以外については連結財務諸

表提出会社は賃貸用荷役設備及び不動産賃貸事業用

資産は定額法、それ以外は主として定率法によって

おり、連結子会社は定率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。

 建物及び構築物   ８～50年 

 機械装置及び運搬具 ２～14年 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 連結財務諸表提出会社は、建物（建物付属設備を

除く）は定額法、建物以外については賃貸用荷役設

備及び不動産賃貸事業用資産は定額法、それ以外は

主として定率法によっております。 

 国内連結子会社は、建物（建物付属設備を除く）

は主として定額法、建物以外は定率法によっており

ます。 

 在外連結子会社は、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。

   建物及び構築物   ８～50年 

 機械装置及び運搬具 ２～14年 

（追加情報） 

 法人税法の改正を契機に有形固定資産の耐用年数

を見直し、当連結会計年度より、改正後の法人税法

に基づく耐用年数に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。 

――――――――― 

  

ロ 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。 

 なお、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。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）  

同左 

ハ 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、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、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。  

ハ 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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

 連結子会社は従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 
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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） 

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） 

ハ 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。 

 なお、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以内の一定の年数による定額法

により、翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

――――――――― 

  

（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。  

ニ 役員退職慰労引当金 

 連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

ニ 役員退職慰労引当金 

 国内連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

ホ 船舶特別修繕引当金 

 船舶安全法の規定による定期検査を受けるための

修繕費支出に備えるため、将来の定期検査費用見積

額に基づき計上しております。 

ホ 船舶特別修繕引当金 

同左 

(4）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

(4）消費税等の会計処理 

同左 

――――――――― (5）重要な収益及び費用の計上基準 

（ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準）

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方

法によっております。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、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。 

――――――――― (6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 
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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） 

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） 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

（ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準）

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方

法によっておりますが、当連結会計年度においては

該当事項はありません。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。  

――――――――― 

  

５．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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは原則として発生日以降５年間

で均等償却しておりますが、金額が僅少な場合は、発生

時の損益として処理しております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

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。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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(7）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） 

 （借主側） 

 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、これによる損益に与える影響は軽微であります。

 （貸主側） 

 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、これによる損益に与える影響はありません。  

――――――――― 

(8）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） 

１．「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」として表示していた

ものは、当連結会計年度から「貯蔵品」として表示し

ております。 

――――――――― 

２．「工具、器具及び備品」については、重要性が低い

ため、当連結会計年度から、有形固定資産「その他」

に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度末の「工具、器具及び備品」

は、 百万円であります。 465
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(9）連結財務諸表に関する注記事項

（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．有形固定資産の減価償却累計額    百万円176,447 ※１．有形固定資産の減価償却累計額    百万円183,206

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式）     百万円2,088

投資その他の資産「その他」

（出資金） 
 264

投資有価証券（株式）     百万円2,580

投資その他の資産「その他」

（出資金） 
 384

３．偶発債務 

下記会社の金融機関等借入金等について保証してお

ります。 

３．偶発債務 

下記会社の金融機関等借入金等について保証してお

ります。 

㈱神戸港国際流通センター 2,303百万円  

㈱ワールド流通センター 1,779  

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,706  

青海流通センター㈱ 233  

神戸メガコンテナ 

ターミナル㈱ 
200

  

大阪港総合流通センター㈱ 166   

阪神サイロ㈱ 153   

夢州コンテナターミナル㈱ 64   

LIMA LOGISTICS  

SERVICE,INC. 
2
  

計 6,609  

神戸メガコンテナ 

ターミナル㈱ 
2,464百万円 

㈱神戸港国際流通センター 2,046  

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,639  

㈱ワールド流通センター 1,567  

夢州コンテナターミナル㈱ 998   

青海流通センター㈱ 217  

阪神サイロ㈱ 134   

大阪港総合流通センター㈱ 120   

LIMA LOGISTICS  

SERVICE,INC. 
2
  

計 9,192  

４．受取手形裏書譲渡高     百万円385 ４．受取手形裏書譲渡高     百万円315
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（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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当 8,399百万円

退職給付引当金繰入額 498  

役員退職慰労引当金繰入額 2  

賞与引当金繰入額 51  

貸倒引当金繰入額 67  

給料手当 7,975百万円

退職給付費用 503  

役員退職慰労引当金繰入額 5  

賞与引当金繰入額 60  

貸倒引当金繰入額 1  

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

機械装置及び運搬具 59百万円

借地権 42  

土地 10  

建物及び構築物 0  

計 112  

機械装置及び運搬具 32百万円

工具、器具及び備品 3  

建物及び構築物 0  

計 36  

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

建物等取壊し撤去費用 206百万円

機械装置及び運搬具 34  

工具、器具及び備品 6  

建物及び構築物 1  

計 249  

建物等取壊し撤去費用 114百万円

機械装置及び運搬具 46  

建物及び構築物 37  

工具、器具及び備品 19  

計 218  
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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7,653千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

7,640千株、単元未満株式の買取りによる増加13千株であります。 

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 

  

（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  274,345  －  －  274,345

合計  274,345  －  －  274,345

自己株式                        

普通株式(注)      822  7,653  －  8,475

合計  822  7,653  －  8,475

（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27日 

定時株主総会 
普通株式  2,324  8.5 平成20年３月31日 平成20年６月30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26日 

定時株主総会 
普通株式  2,259  利益剰余金  8.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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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．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 千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

千株、単元未満株式の買取りによる増加 千株であります。 

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 

  次のとおり、付議を予定しております。 

  

  
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  274,345  －  －  274,345

合計  274,345  －  －  274,345

自己株式                        

普通株式(注)  8,475  3,319  －  11,794

合計  8,475  3,319  －  11,794

3,319

3,314 5

（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26日 

定時株主総会 
普通株式  2,259  8.5 平成21年３月31日 平成21年６月29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29日 

定時株主総会 
普通株式  2,231  利益剰余金  8.5 平成22年３月31日 平成22年６月30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

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定   百万円17,216

預入期間が３か月を超える定期預金等 百万円－

取得日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券） 
   百万円7,498

現金及び現金同等物   百万円24,714

現金及び預金勘定   百万円18,405

預入期間が３か月を超える定期預金等 百万円－

取得日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券） 
  百万円10,000

現金及び現金同等物   百万円28,405
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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）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）について、物流事業の作業収入、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの作業収入の合

計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 前連結会計年度（自平成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）について、本邦の作業収入及び資産の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び全セグメ

ントの資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

 前連結会計年度（自平成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）について、海外作業収入がいずれも連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を

省略しております。 

  

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

 該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、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

しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（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 883 92

１株当たり当期純利益金額    円 銭 47 75

１株当たり純資産額    円 銭 929 40

１株当たり当期純利益金額    円 銭 42 48

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成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）  12,945  11,254

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）  12,945  11,254

期中平均株式数（千株）  271,110  264,962

（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：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 16,180 17,077

受取手形 2,079 1,026

営業未収金 30,752 32,164

有価証券 7,498 12,612

貯蔵品 279 239

前払費用 309 302

短期貸付金 ※4  13,203 ※4  13,365

繰延税金資産 1,946 1,791

その他 641 673

貸倒引当金 △55 △55

流動資産合計 72,835 79,198

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  85,722 ※1  88,214

構築物（純額） ※1  8,159 ※1  7,497

機械及び装置（純額） ※1  10,333 ※1  9,695

船舶（純額） ※1  0 ※1  0

車両運搬具（純額） ※1  2,143 ※1  1,603

工具、器具及び備品（純額） ※1  367 ※1  356

土地 64,325 64,787

建設仮勘定 3,479 821

有形固定資産合計 174,532 172,977

無形固定資産   

借地権 6,103 6,103

電話加入権 60 60

施設利用権 16 17

ソフトウエア 158 114

無形固定資産合計 6,339 6,296
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（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 8,025 12,264

関係会社株式 2,263 3,087

出資金 158 150

関係会社出資金 264 264

長期貸付金 756 803

従業員に対する長期貸付金 3 1

関係会社長期貸付金 1,841 1,820

破産更生債権等 63 54

長期前払費用 292 319

差入保証金 3,115 3,103

繰延税金資産 4,136 3,090

その他 497 475

貸倒引当金 △65 △56

投資その他の資産合計 21,353 25,379

固定資産合計 202,225 204,653

資産合計 275,061 283,852

負債の部   

流動負債   

下払未払金 15,985 17,099

未払金 2,885 2,548

未払法人税等 4,497 4,292

未払費用 4,098 4,092

前受金 101 99

預り金 2,608 2,691

前受収益 31 35

その他 158 157

流動負債合計 30,367 31,016

固定負債   

長期預り保証金 73 78

退職給付引当金 11,538 11,237

その他 258 176

固定負債合計 11,870 11,492

負債合計 42,237 42,509
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（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 31,642 31,642

資本剰余金   

資本準備金 26,854 26,854

資本剰余金合計 26,854 26,854

利益剰余金   

利益準備金 5,978 5,978

その他利益剰余金   

退職給与積立金 800 800

配当準備積立金 1,138 1,138

固定資産圧縮積立金 1,338 1,304

特別償却準備金 70 54

別途積立金 151,000 164,000

繰越利益剰余金 18,978 15,461

利益剰余金合計 179,304 188,735

自己株式 △5,835 △8,084

株主資本合計 231,964 239,147

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 858 2,194

評価・換算差額等合計 858 2,194

純資産合計 232,823 241,342

負債純資産合計 275,061 283,852
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（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) 

作業収入 205,307 181,395

作業原価 170,543 149,804

作業総利益 34,764 31,590

販売費及び一般管理費 ※1  13,935 ※1  12,921

営業利益 20,828 18,669

営業外収益   

受取利息 156 138

受取配当金 744 778

受取地代家賃 295 298

その他 529 421

営業外収益合計 1,726 1,637

営業外費用   

為替差損 25 19

その他 24 44

営業外費用合計 49 64

経常利益 22,505 20,242

特別利益   

固定資産売却益 ※2  67 ※2  26

投資有価証券売却益 － 10

特別利益合計 67 36

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  237 ※3  199

投資有価証券評価損 2 15

ゴルフ会員権売却損 － 25

ゴルフ会員権評価損 22 1

特別損失合計 262 241

税引前当期純利益 22,310 20,037

法人税、住民税及び事業税 8,910 8,060

法人税等調整額 327 286

法人税等合計 9,237 8,346

当期純利益 13,072 11,691
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成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 31,642 31,642

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,642 31,642

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 26,854 26,854

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,854 26,854

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 5,978 5,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,978 5,978

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

前期末残高 800 800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 800 800

配当準備積立金   

前期末残高 1,138 1,138

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,138 1,138

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,377 1,338

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 2

固定資産圧縮積立金の取崩 △38 △37

当期変動額合計 △38 △34

当期末残高 1,338 1,304
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（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) 

特別償却準備金   

前期末残高 83 70

当期変動額   

特別償却準備金の積立 11 6

特別償却準備金の取崩 △23 △22

当期変動額合計 △12 △16

当期末残高 70 54

別途積立金   

前期末残高 140,000 151,000

当期変動額   

別途積立金の積立 11,000 13,000

当期変動額合計 11,000 13,000

当期末残高 151,000 164,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 19,179 18,978

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － △2

固定資産圧縮積立金の取崩 38 37

特別償却準備金の積立 △11 △6

特別償却準備金の取崩 23 22

別途積立金の積立 △11,000 △13,000

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 13,072 11,691

当期変動額合計 △201 △3,517

当期末残高 18,978 15,461

利益剰余金合計   

前期末残高 168,556 179,304

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 13,072 11,691

当期変動額合計 10,747 9,431

当期末残高 179,304 188,735
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（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 △442 △5,835

当期変動額   

自己株式の取得 △5,393 △2,248

当期変動額合計 △5,393 △2,248

当期末残高 △5,835 △8,084

株主資本合計   

前期末残高 226,610 231,964

当期変動額   

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 13,072 11,691

自己株式の取得 △5,393 △2,248

当期変動額合計 5,354 7,182

当期末残高 231,964 239,147

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,678 858

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,820 1,336

当期変動額合計 △2,820 1,336

当期末残高 858 2,194

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,678 858

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,820 1,336

当期変動額合計 △2,820 1,336

当期末残高 858 2,194

純資産合計   

前期末残高 230,289 232,823

当期変動額   

剰余金の配当 △2,324 △2,259

当期純利益 13,072 11,691

自己株式の取得 △5,393 △2,248

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,820 1,336

当期変動額合計 2,533 8,519

当期末残高 232,823 241,342
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 該当事項はありません。 

   

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)重要な会計方針

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 

満期保有目的の債券 

…償却原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

…移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    …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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 

… 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 

同左 

（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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。

――――――――― 

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） 

 建物（建物付属設備は除く）は定額法、建物以外に

ついては賃貸用荷役設備及び不動産賃貸事業用資産は

定額法、それ以外については主として定率法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

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） 

同左 

建物及び構築物   ８～50年 

機械装置及び運搬具 ２～14年 

  

（追加情報） 

 法人税法の改正を契機に有形固定資産の耐用年数を

見直し、当事業年度より、改正後の法人税法に基づく

耐用年数に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。  

――――――――― 

  

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。なお、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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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） 

(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、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

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 

 均等償却法によっております。 

(4）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計

上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り、翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。 

(2）退職給付引当金 

同左 

――――――――― （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。 

５．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

５．消費税等の会計処理 

同左 

(6)重要な会計方針の変更

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いま

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、これによる損益に与える影響はありません。 

―――――――――  
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(7)個別財務諸表に関する注記事項

（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．当事業年度末現在の減価償却累計額は、 百

万円であります。 

169,848 ※１．当事業年度末現在の減価償却累計額は、 百

万円であります。 

176,752

２．偶発債務 

 下記会社の金融機関等借入金等について保証してお

ります。 

２．偶発債務 

 下記会社の金融機関等借入金等について保証してお

ります。 

㈱神戸港国際流通センター 2,303百万円  

㈱ワールド流通センター 1,779  

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,706  

青海流通センター㈱ 233  

神戸メガコンテナ 

ターミナル㈱ 
200

  

大阪港総合流通センター㈱ 166  

阪神サイロ㈱ 153  

夢州コンテナターミナル㈱ 64  

LIMA LOGISTICS  

SERVICE,INC. 
2
  

計 6,609  

神戸メガコンテナ 

ターミナル㈱ 
2,464百万円 

㈱神戸港国際流通センター 2,046  

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,639  

㈱ワールド流通センター 1,567  

夢州コンテナターミナル㈱ 998  

青海流通センター㈱ 217  

阪神サイロ㈱ 134  

大阪港総合流通センター㈱ 120  

LIMA LOGISTICS  

SERVICE,INC. 
2
  

計 9,192  

３．受取手形裏書譲渡高     百万円360 ３．受取手形裏書譲渡高    百万円284

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目 

短期貸付金 9,368百万円 短期貸付金 9,553百万円 
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（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．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。 

 なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

69

31

※１．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。 

 なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

69

31

給料手当 7,981百万円

退職給付引当金繰入額 479  

福利厚生費 1,244  

減価償却費 360  

貸倒引当金繰入額 67  

給料手当 7,483百万円

退職給付費用 498  

福利厚生費 1,196  

減価償却費 348  

        

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

借地権 42百万円

車両運搬具 10  

土地 10  

機械及び装置 3  

建物 0  

計 67  

機械及び装置 16百万円

車両運搬具 6  

工具、器具及び備品 3  

その他 0  

計 26  

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

建物等取壊し撤去費用 206百万円

車両運搬具 20  

機械及び装置 4  

工具、器具及び備品 3  

建物 1  

構築物 0  

計 237  

建物等取壊し撤去費用 114百万円

建物   30  

車両運搬具 25  

機械及び装置 18  

構築物 6  

工具、器具及び備品 3  

計 199  
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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7,653千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加7,640千株、単

元未満株式の買取りによる増加13千株であります。 

  

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 千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加 千株、単

元未満株式の買取りによる増加 千株であります。 

  

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

（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（注）  822  7,653  －  8,475

合計  822  7,653  －  8,475

  
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（注）  8,475  3,319  －  11,794

合計  8,475  3,319  －  11,794

3,319 3,314

5

（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 875 70

１株当たり当期純利益金額    円 銭 48 22

１株当たり純資産額    円 銭 919 22

１株当たり当期純利益金額    円 銭 44 12

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成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）  13,072  11,691

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）  13,072  11,691

期中平均株式数（千株）  271,110  264,962
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 役員の異動 

平成22年６月29日付（予定） 

  

①．新任監査役候補   

                 こ  まえ  まさ  ひで 

 監査役（常勤）         小 前 正 英 （現 取締役執行役員 財務部管掌） 

  

                  むね よし  かつ  まさ 

 監査役（非常勤 社外監査役）  宗 吉 勝 正 （税理士） 

  

  

 上記以外の役員の異動につきましては、平成22年３月15日公表の「組織変更、代表取締役の役職変更および役

員等の異動についてのお知らせ」をご参照ください。 

  

                                              以上 

                                          

６．その他
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