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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 8,577 △18.1 320 △16.1 287 △22.1 149 △12.0

21年3月期 10,469 △0.2 381 △21.6 369 △15.6 169 △32.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 10.32 ― 10.7 3.8 3.7
21年3月期 11.73 ― 13.2 4.5 3.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  10百万円 21年3月期  9百万円

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 7,368 1,459 19.8 100.78
21年3月期 7,843 1,346 17.2 92.96

（参考） 自己資本  22年3月期  1,459百万円 21年3月期  1,346百万円

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 588 △202 △289 818
21年3月期 872 534 △1,287 721

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 ― ― ― 2.50 2.50 36 21.3 2.8
22年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 36 24.2 2.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― 2.50 2.50 ―

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

4,269 0.1 137 100.4 110 91.7 58 24.1 4.04

通期 9,077 5.8 440 37.7 379 31.9 210 40.5 14.50
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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「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35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 14,500,000株 21年3月期 14,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期 17,016株 21年3月期 16,680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 8,619 △17.9 324 △27.6 277 △35.2 120 △38.8

21年3月期 10,500 0.6 447 △17.2 427 △13.4 196 △22.3

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 8.32 ―

21年3月期 13.60 ―

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 7,366 1,490 20.2 102.92
21年3月期 7,878 1,406 17.9 97.11

（参考） 自己資本 22年3月期  1,490百万円 21年3月期  1,406百万円

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 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確 
実要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は添付資料3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,286 0.0 134 91.4 107 121.9 50 31.3 3.47

通期 9,113 5.7 438 35.2 377 36.4 203 69.1 14.06
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年からの世界的な金融危機に端を発した景気の急速な悪化

に底打ち感が見られるものの、日本経済全体の水準は依然として低迷しており、引き続き厳しい経営環

境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループの売上高は85億77百万円（前年比18.1％減）、営業利益は３億

20百万円（前年比16.1％減）、経常利益は２億87百万円（前年比22.1％減）、当期純利益は１億49百万

円（前年比12.0％減）となりました。 

なお、当連結会計年度の事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

 ＜事業セグメント別の売上高＞                        （単位：百万円、％） 

事業セグメント別 第62期 第63期（当期） 前期比増減額 前期比増減率 

 情 報 サ ー ビ ス 事 業 6,818 5,523 △1,295 △19.0

 陸 運 事 業 1,694 1,541 △152 △9.0

 海 運 事 業 1,014 596 △418 △41.3

 倉 庫 事 業 822 916 94 11.5

 商 事 事 業 119 ― △119 ―

物

流

事

業 
 合        計 3,650 3,054 △596 △16.3

 総 合 計 10,469 8,577 △1,891 △18.1

 

①情報サービス事業 

情報サ－ビス事業は、売上高については、アウトソーシングを含めた人事・給与プロダクト事業、ネ

ットワークやサーバー等のインフラ構築事業が比較的堅調に推移し、２年目を迎えたデータセンター事

業が前年度を上回ったものの、主力となるソフトウェア受託開発事業においては、顧客企業の情報化投

資抑制の影響を首都圏、関西圏ともに受けており、売上高は55億23百万円（前年比19.0％減）となりま

した。 

②物流事業 

物流事業全体の売上高は30億54百万円で前年比16.3％減となりました。 

各事業の概況は次のとおりであります。 

陸運事業は、小麦粉の輸送は堅調に推移したものの、セメントの輸送は建設不況と公共工事削減の影

響から大幅に減少し、売上高は15億41百万円（前年比9.0％減）となりました。 

海運事業は、建設発生土取扱いの前期末での終了および輸出入海貨取扱業務の減少により、売上高は

５億96百万円（前年比41.3％減）となりました。 

倉庫事業は、大井営業所と松戸営業所の稼働などにより、売上高は９億16百万円（前年比11.5％増）

となりました。 

 

営業利益においては、情報サービス事業は上記のとおり売上の減少に伴い営業利益は４億46百万円

（前年比27.6％減）となりました。また、物流事業は、陸運事業におけるグリーン経営導入に伴う燃費

改善による原価低減と倉庫事業の増収効果が海運事業の利益の落ち込みをカバーし、物流部門全体では

営業利益は２億47百万円（前年比55.3％増）となりました。なお、販売費および一般管理費３億74百万

円については上記の営業利益には配賦しておりません。 

 

・次期の見通し 

情報サービス事業では、顧客企業の情報化投資の抑制は首都圏においては徐々に緩和されつつありま

すが、関西圏においてはまだ回復は遅れており、厳しい状況がもう暫く続くと予想しております。 

主体となるソフトウェア受託開発事業においては、増加しております物流システム開発やＷｅｂサイ

ト作成の案件を積極的に取り込んでいき、またデータセンター事業の稼働率向上および人事・給与アウ

トソーシング事業の拡大を目指してまいります。更に時代の要請でもあり今後拡大が見込まれるクラウ

ド事業にも進出してまいります。引き続き原価経費の抑制にも取り組んでいき、情報サービス事業全体

としては当連結会計年度と比べて増収・増益を見込んでおります。 

物流事業では、組織を事業別に再編して専門能力を高めると共に、海運・倉庫・陸運の一貫した物流

サービスの提供に努めることで、増収・増益を見込んでいます。 

陸運事業は、小麦粉輸送の強化を進めますが、セメント需要の落ち込みで輸送量が大幅に減少するた

め、売上高は減少が見込まれます。 
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海運事業は、建材不況と港湾貨物の荷動き低迷が続いており、売上高は当連結会計年度並みの見込み

であります。 

倉庫事業は、芝浦営業所・大井営業所の荷動き回復、松戸営業所の輸送業務の拡大等により売上高は

増加が見込まれます。 

以上から、次期の業績予想といたしましては、連結売上高は90億77百万円、連結経常利益は３億79百

万円、連結当期純利益は２億10百万円を見込んでおります。 

(2) 財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億５百万円減少し、24億59百万円となりました。これ

は主として、受取手形及び売掛金が３億26百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億69百万円減少し、49億８百万円となりました。これ

は主として、東扇島冷蔵倉庫の改修に伴う資本的支出やデータセンター事業にて使用する設備の取

得による増加と、減価償却やのれんの償却による減少によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて４億75百万円減少し、73億68百万円となりまし

た。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連会計年度末に比べて８億87百万円減少し、30億４百万円となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金の減少、短期借入金返済による減少などによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億98百万円増加し、29億４百万円となりました。これ

は主として、長期借入金が増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて５億88百万円減少し、59億８百万円となりま

した。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億13百万円増加し、14億59百万円となりました。こ

れは主として、当期純利益の増加と配当金による利益剰余金の取崩しによるものであります。 

 

  ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ、

96百万円増加し、当連結会計年度末には８億18百万円となりました。 

  （イ）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５億88百万円（前年比32.6％減）となりました。収入の主な内訳

は、税金等調整前当期純利益２億76百万円、減価償却費３億30百万円、売上債権の減少４億80百万

円であります。また、支出の主な内訳は、仕入債務の減少３億93百万円、法人税等の支払額１億54

百万円であります。 

  （ロ）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２億２百万円（前連結会計年度に取得した資金は５億34百万円）

となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得の支出によるものであります。 

  （ハ）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２億89百万円（前連結会計年度に使用した資金は12億87百万円）

となりました。これは主に、短期借入金の返済によるものであります。 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 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（％） 11.2 13.1 14.0 17.2 19.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
43.7 38.5 29.8 20.7 25.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 8.4 7.0 11.7 4.6 6.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.0 11.8 6.6 11.8 10.0

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 
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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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

※キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 

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

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に記載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、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フローの計算書の利息の支払

額を使用しております。 

 

  (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主各位に対する長期的利益還元を重要な経営課題ととらえ、安定配当を行うことを基本と

しつつ、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしてお

ります。 

今般の世界的な景気の動向を鑑み、当期も前期と同水準の１株あたり２円５０銭とさせていただきま

す。 

自己資本も未だ不十分でありますので自己資本比率を高めるため内部留保を厚くしたく、当面の間は

当期並の配当を考えております。 

 

  (4) 事業等のリスク 

 経営成績および財政状態に関するリスク等のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

主なものは、以下のとおりです。 

① 設備投資、保守管理費用 

 物流事業における自社所有の倉庫設備は、古いものは２０年以上経過し補修が必要になってきてい

ます。東扇島にある冷蔵倉庫については第61期に大掛かりな補修工事を実施しましたが、あらたに既

設ソフトウェア及び設備機器の更新や補修を毎年計画的に実施する予定でおります。また、芝浦倉庫

についても、引き続き補修を検討しております。 

② データセンター及びクラウド事業の採算 

 グループ企業と連携したデータセンター事業においては、開設当初に比べ、採算面で改善してきて

おります。しかしながら、同時にデータセンターを活用したクラウド事業への進出を計画しており、

その設備投資を加えると、当面の営業利益はマイナスとなりますが、採算改善に努力してまいります。 

③ 固定資産の減損処理 

 現在使用している資産で減損の対象となった資産はありませんが、時価評価の基礎を固定資産税評

価額においているため、実勢価額から乖離する可能性があります。 

 また、賃貸物件のなかには将来売却する方針を定めたものもあり、売却価額によっては売却損が発

生する可能性もあります。 

④ トラブル・プロジェクト 

 情報サービス事業では、当期において損益に重大な影響を与えるトラブル・プロジェクトは発生し

ませんでしたが、それが発生すると収益面に重大な影響を及ぼす可能性があるため、プロジェクト収

支管理システムの運用を徹底してリスクを 小限に抑えるべく、努力してまいります。 

⑤ 陸運事業の事業環境 
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 連結子会社であるシンワ運輸東京㈱は、セメント配送の取扱量が大幅な減少となったものの、小麦

粉配送の取扱量は１台増車をするなど順調に推移し、代替車両の売却を行ったことなどにより黒字転

換をいたしました。しかしながら、同社の事業環境は軽油価格の動向に左右されることがあるため、

グリーン経営と安全性優良事業所（Ｇマーク）の取得を通じて得たノウハウを実践することによりコ

スト削減や事故防止に努め、業績を向上させてまいる所存であります。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社、関係会社７社で構成され、コンピュータのソフトウェアの設計・プログラム開発およ

び保守運用等ソフトウェア受託開発事業、データセンター事業等の情報サービス事業を行うとともに、物流事業

として貨物自動車運送事業、港湾における貨物の取扱い・輸出入貨物の取扱い等を主とした海運事業、倉庫にお

ける貨物の保管・荷役を主とした倉庫事業を行うことにより、貨物の輸送および保管に関する業務を一貫して遂

行できるよう業態を整えております。 

 当社グループの事業に関する位置づけは次のとおりであります。 

  情報サービス事業 

  【情報サービス事業】  ・ソフトウェア受託開発事業 

 当社および㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ベルＳＣＭソリューションズは、ソ

フトウェア開発の受託業務を行っております。なお、㈱エヌ・ティ・ティ・デー

タ・ベルＳＣＭソリューションズは、4月末解散予定であったため、持分法非適

用会社としております。（4月28日開催の同社の臨時株主総会で解散決議されま

した。） 

・データセンター事業 

 データセンター事業に係る設備を鈴与㈱より賃借しております。 

  物  流  事  業 

【陸 運 事 業】   当社が行うほか、シンワ運輸東京㈱に貨物自動車輸送および構内作業業務の委  

託をしております。前期までは㈱ニップンロジスより日本製粉㈱伊奈配送セン

ターの保管・入出庫業務を受託しておりましたが、当期より日本製粉㈱からの

直接受託に変更しております。また、当期より丸大トラック㈱と相互に社員な

らびに役員を派遣しております。 

  【海 運 事 業】   当社が行うほか、鈴与㈱とは輸出入貨物取扱いの相互委託をしております。 

  【倉 庫 事 業】   当社が行うほか、鈴与㈱と倉庫の相互利用をしております。 
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  事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 鈴 与 ㈱㈱テクノパワー 鈴与商事㈱
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（注） 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ･ 

ﾍﾞﾙSCMｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 
 

シンワ運輸東京㈱ 

  

当   社 

  

（情報サービス事業）

（ 物 流 事 業 ）

得

 

意

 

先

 
輸出入貨物取扱相互委託 ㈱ニップンロジス  設備賃貸

倉庫相互利用

ソフトウェア開発委託
 

貨物自動車輸送委託

構内作業業務委託

丸大トラック㈱ 

相互派遣

親会社 連結子会社 持分法適用会社 持分法非適用会社 その他の関連会社
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、情報サービス事業と物流事業の２大ビジネス展開を通じ、めまぐるしく変化する環境 

に対応しながら、お客様の安心・満足・信頼を旨とし、優れた技術に基づいた高品質なサービス 

を提供することを経営の基本方針としております。 

 また、継続的・安定的に利益を確保し、株主各位をはじめとする当社を取り巻く各ステークホ 

ルダーから信頼される企業であるため、高い倫理観と責任感をもって、透明度の高い健全な経営 

を推進してまいります。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

第２次全社運動「ＣＳ２１」の総括 

 企業としての「体質強化」をキャッチフレーズに「筋肉質な会社」、「活力ある社員」を目指して活動

してまいりました全社運動「CS21」は、本年３月をもって終了いたしました。 

 当社グループとしては、平成19年4月の活動開始より３年間をとおして多くの成果をあげることができ

ました。 

 事業ごとの主な成果は、以下のとおりであります。 

 情報サービス事業においては、新事業分野への取り組みとして、データセンター事業、人事・給与を主

体としたアウトソーシング事業、物流システム分野、オフショア開発等で具体的な成果を挙げることがで

きました。 

 物流事業においては、グリーン経営の認証を取得することによって燃費を改善し、地球環境保護にも貢

献しました。 

 全社的には、階層別研修に力をそそぎ、人材力の強化を図りました。 

 当社グループでは、平成16年10月から開始した第１次全社運動「Vプラン」で、財務体質の改善と強化

を図り、その結果、復配を実現させました。 

 又、前記のように第２次全社運動の「CS21」では、企業としての体質強化を図ることができました。 

 今後は、この２次にわたる全社運動を本来業務に組み込む事によって、株主各位に引き続き安定的な利

益還元を行うとともに、当社グループの目標である社会貢献できる企業として邁進していく所存でありま

す。 

 

（３）その他会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 721,718 818,396 

受取手形及び売掛金 1,733,182 1,407,141 

商品及び製品 10,283 7,405 

仕掛品 137,233 72,594 

原材料及び貯蔵品 272 368 

繰延税金資産 127,260 127,178 

短期貸付金 700 330 

その他 38,541 30,765 

貸倒引当金 △4,196 △4,785 

流動資産合計 2,764,996 2,459,393 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  1,351,361 ※１  1,240,072 

機械装置及び運搬具（純額） 310,580 266,885 

土地 ※１, ※２ 2,523,182 ※１, ※２ 2,523,182 

建設仮勘定 17,047 1,879 

その他（純額） 100,544 120,778 

有形固定資産合計 ※３  4,302,715 ※３  4,152,798 

無形固定資産   

のれん 40,000 － 

その他 120,107 146,190 

無形固定資産合計 160,107 146,190 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※４  142,373 ※４  157,110 

繰延税金資産 318,037 339,915 

その他 172,641 136,810 

貸倒引当金 △17,310 △23,990 

投資その他の資産合計 615,741 609,845 

固定資産合計 5,078,564 4,908,835 

資産合計 7,843,561 7,368,229 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 881,665 488,469 

短期借入金 ※１  2,448,400 ※１  1,961,400 

未払法人税等 74,036 71,457 

賞与引当金 287,684 291,172 

受注損失引当金 － 1,786 

その他 199,956 190,410 

流動負債合計 3,891,743 3,004,695 

固定負債   

長期借入金 ※１  1,582,900 ※１  1,821,500 

再評価に係る繰延税金負債 ※２  139,633 ※２  139,633 

退職給付引当金 812,665 870,287 

役員退職慰労引当金 2,590 4,130 

その他 67,699 68,449 

固定負債合計 2,605,488 2,904,001 

負債合計 6,497,231 5,908,697 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金 125,000 125,000 

利益剰余金 427,380 540,681 

自己株式 △3,017 △3,060 

株主資本合計 1,314,363 1,427,620 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,986 △4,042 

土地再評価差額金 ※２  35,953 ※２  35,953 

評価・換算差額等合計 31,966 31,911 

純資産合計 1,346,329 1,459,531 

負債純資産合計 7,843,561 7,368,229 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：千円)

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

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

売上高 10,469,206 8,577,597 

売上原価 9,643,977 ※１  7,860,337 

売上総利益 825,228 717,260 

販売費及び一般管理費 ※２  443,979 ※２  397,256 

営業利益 381,248 320,003 

営業外収益   

受取利息 7,588 95 

受取配当金 2,037 1,295 

持分法による投資利益 9,024 10,452 

受取賃貸料 27,520 26,426 

違約金収入 32,475 － 

その他 2,153 6,717 

営業外収益合計 80,798 44,987 

営業外費用   

支払利息 75,035 59,556 

賃貸費用 － 8,372 

その他 17,613 9,372 

営業外費用合計 92,648 77,301 

経常利益 369,399 287,689 

特別利益   

固定資産売却益 ※３  23,278 ※３  1,190 

投資有価証券売却益 11,244 － 

前期損益修正益 － ※４  17,032 

その他 － 2,458 

特別利益合計 34,522 20,681 

特別損失   

固定資産売却損 ※５  168 － 

固定資産除却損 ※６  3,921 ※６  6 

投資有価証券評価損 － 3,792 

ゴルフ会員権評価損 － 28,550 

子会社清算損 88,516 － 

その他 1,250 － 

特別損失合計 93,856 32,348 

税金等調整前当期純利益 310,065 276,023 

法人税、住民税及び事業税 163,095 148,263 

法人税等調整額 △22,943 △21,749 

法人税等合計 140,152 126,514 

当期純利益 169,913 149,508 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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

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

株主資本   

資本金   

前期末残高 765,000 765,000 

当期末残高 765,000 765,000 

資本剰余金   

前期末残高 125,000 125,000 

当期末残高 125,000 125,000 

利益剰余金   

前期末残高 293,907 427,380 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,210 △36,208 

当期純利益 169,913 149,508 

連結範囲の変動 △229 － 

当期変動額合計 133,473 113,300 

当期末残高 427,380 540,681 

自己株式   

前期末残高 △2,885 △3,017 

当期変動額   

自己株式の取得 △131 △43 

当期変動額合計 △131 △43 

当期末残高 △3,017 △3,060 

株主資本合計   

前期末残高 1,181,021 1,314,363 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,210 △36,208 

当期純利益 169,913 149,508 

連結範囲の変動 △229 － 

自己株式の取得 △131 △43 

当期変動額合計 133,341 113,257 

当期末残高 1,314,363 1,427,620 
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(単位：千円)

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

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

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,621 △3,986 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,608 △55 

当期変動額合計 △10,608 △55 

当期末残高 △3,986 △4,042 

土地再評価差額金   

前期末残高 35,953 35,953 

当期末残高 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 42,575 31,966 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,608 △55 

当期変動額合計 △10,608 △55 

当期末残高 31,966 31,911 

純資産合計   

前期末残高 1,223,596 1,346,329 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,210 △36,208 

当期純利益 169,913 149,508 

連結範囲の変動 △229 － 

自己株式の取得 △131 △43 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,608 △55 

当期変動額合計 122,733 113,201 

当期末残高 1,346,329 1,459,531 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 310,065 276,023 

減価償却費 331,431 330,056 

貸倒損失 － 5,074 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,475 △1,169 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,265 3,487 

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1,786 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,869 57,622 

受取利息及び受取配当金 △9,625 △1,390 

支払利息 75,035 59,556 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,370 1,540 

のれん償却額 40,000 40,000 

持分法による投資損益（△は益） △9,024 △10,452 

投資有価証券売却損益（△は益） △11,244 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,792 

有形固定資産売却損益（△は益） △23,110 △1,190 

有形固定資産除却損 3,921 6 

ゴルフ会員権評価損 － 28,550 

前期損益修正損益（△は益） － △17,032 

売上債権の増減額（△は増加） 93,254 480,030 

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,908 △69,811 

仕入債務の増減額（△は減少） 253,364 △393,196 

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,162 △4,906 

その他 △1,468 11,339 

小計 1,136,381 799,714 

利息及び配当金の受取額 9,625 1,390 

利息の支払額 △73,874 △58,697 

法人税等の支払額 △199,700 △154,044 

営業活動によるキャッシュ・フロー 872,431 588,363 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △352,043 △154,938 

有形固定資産の売却による収入 22,373 1,200 

無形固定資産の取得による支出 △4,420 △51,300 

投資有価証券の取得による支出 △4,868 △4,801 

投資有価証券の売却による収入 67,088 － 

関係会社株式の取得による支出 － △3,375 

短期貸付金の純増減額（△は増加） 799,925 30 

長期貸付けによる支出 △680 － 

長期貸付金の回収による収入 1,160 550 

敷金及び保証金の差入による支出 △4,819 △904 
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(単位：千円)

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

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

敷金及び保証金の回収による収入 3,901 3,730 

その他 6,739 7,208 

投資活動によるキャッシュ・フロー 534,356 △202,600 

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） △980,000 △260,000 

長期借入れによる収入 500,000 1,100,000 

長期借入金の返済による支出 △769,900 △1,088,400 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,352 

配当金の支払額 △36,925 △36,289 

自己株式の取得による支出 △131 △43 

その他 △427 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,287,385 △289,084 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 119,402 96,678 

現金及び現金同等物の期首残高 602,955 721,718 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △639 － 

現金及び現金同等物の期末残高 721,718 818,396 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 
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（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  １社 

連結子会社はシンワ運輸東京㈱であります。 

(2)非連結子会社の名称 

シンワ運輸埼玉㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

シンワ運輸埼玉㈱については、従来、連結の範囲に含めてお

りましたが、当連結会計年度中に解散し、清算事務もほぼ終

了したため、重要性の判断により当連結会計年度末において

連結の範囲から除外しております。 

なお、当連結会計年度末までの損益については、連結計算書

に取り込んでおります。 

1 連結の範囲に関する事項 

連結子会社数  １社 

連結子会社はシンワ運輸東京㈱であります。 

2 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用関連会社数  ３社 
持分法適用関連会社は㈱ニップンロジス、㈱エヌ・ティ・テ

ィ・データ・ベルＳＣＭソリューションズ、㈱テクノパワー

の３社であります。 

 

2 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用関連会社数  ３社 
持分法適用関連会社は㈱ニップンロジス、㈱テクノパワー、

丸大トラック㈱の３社であります。 

 丸大トラック㈱は当連結会計年度中に新たに同社の株式を

取得したことにより、関連会社に該当することとなったため、

持分法適用の関連会社に含めることといたしました。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社の名称 

シンワ運輸埼玉㈱ 

（持分法を適用していない理由） 

シンワ運輸埼玉㈱については、従来、連結の範囲に含めてお

りましたが、当連結会計年度中に解散し、清算事務もほぼ終

了したため、重要性の判断により当連結会計年度末において

連結の範囲から除外しております。 

(2)持分法を適用していない関係会社の名称 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ベルＳＣＭソリューションズ

（持分法を適用していない理由） 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ベルＳＣＭソリューションズ

は、従来、持分法の範囲に含めておりましたが、清算予定で

あり当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外することと致

しました。なお、当連結会計年度末までの損益については、

連結損益計算書に取り込んでおります。 

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、連結決算日と一致しております。 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

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 

連結決算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

価は主に総平均法により算定） 

時価のないもの 

主に総平均法による原価法 

②デリバティブ 

時価法 

③たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

商 品 最終仕入原価法 

仕掛品 個別法 

貯蔵品 主に最終仕入原価法 

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 

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 

同左 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

商 品 最終仕入原価法 

仕掛品 個別法 

貯蔵品 主に最終仕入原価法 
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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） 

（会計方針の変更） 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当連結会

計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更してお

ります。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社は主として定額法、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 ７～４３年 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社および連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐

用年数の見直しを行い、当連結会計年度より、一部の機械

装置の耐用年数を13年から12年に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微でありま

す。 

また、セグメント情報に与える影響については、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） 

当社は主として定額法、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 ７～４３年 

 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

但し、ソフトウエア（自社利用分）については社内にお

ける利用可能期間（５年）による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－ス資産 

所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係るリ－ス資産

リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

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。 

（会計方針の変更） 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成

５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準

第13号）及び「リ－ス取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成

19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会

計年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・リ－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

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

しております。なお、リ－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－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を引き

続き採用しております。 

この変更による損益に与える影響はありません。 

③リ－ス資産 

所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係るリ－ス資産

リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

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日以前のものについて

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。 
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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)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 

③         ―――― ③受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末

時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に

見積もることが可能なものについては、将来の損失見込額を

計上しております。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付の支給に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務を計上しております。 

数理計算上の差異については、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以内の一定の年数 

（５年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会

計年度より費用処理することとしております。 

④退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度から「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、および税引前当期純利益に与える影響はあり

ません。 

⑤役員退職慰労引当金 

当社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

―――― （4)重要な収益及び費用の計上基準 

受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準 

当連結会計年度の期首に存在するソフトウェア開発契約を

含む全てのソフトウェア開発契約において当連結会計年度

末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフ

トウェア開発については工事進行基準（ソフトウェア開発の

進捗率の見積りは工数の発生比率による。）を、その他のソ

フトウェア開発については工事完成基準を適用しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

受注制作ソフトウェア開発に係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）

を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度の期首に

存在するソフトウェア開発契約を含むすべてのソフトウ

ェア開発契約において当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められるものについては工事

進行基準（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは工数の

発生比率による。）を、その他のものについては工事完成

基準を適用しております。 
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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） 

 また、平成21年４月１日時点で存在する過年度からのソフト

ウェア開発については、開発の進捗に対応する収益154,265

千円、原価137,233千円であり、それらを相殺して17,032千

円を前期損益修正益として計上しております。 

これにより、売上高は28,306千円減少し、保守契約関連の原

価の発生が抑えられたため、営業利益、経常利益はそれぞれ

27,332千円、税金等調整前当期純利益は44,364千円増加して

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。 

(4)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、当

該特例処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

金利変動により影響を受ける長期借入金利息 

③ヘッジ方針 

当社所定の社内承認手続きを行った上で、借入金利息の金

利変動リスクを回避する目的により、金利スワップを利用

しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理によっているため、有

効性の評価の判定を省略しております。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 

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 

 のれんは、５年間で均等償却しております。 

6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれんは、５年間で均等償却しております。 

 なお、当連結会計年度末をもって償却が終了しておりま 

す。 

7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許資金、随時引き出し可能な預金および容易

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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（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） 

（連結損益計算書関係） 

 「賃貸費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたた 

 め、当連結会計年度より区分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度は営業外費用の「その他」に9,050千円

含まれております。 

（連結貸借対照表関係） 

 財務諸表等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」として掲記されたものは、当連

 結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

 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

 び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 5,275

 千円、154,051千円、371千円であります。 

 

（連結損益計算書関係）  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「賃貸費用」（当

 連結会計年度 9,050千円）は、営業外費用の総額の100分の10

 以下であるため、当連結会計年度においては、営業外費用 

 「その他」に含めて表示しております。 
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（７）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日現在） 

当連結会計年度 

（平成22年３月31日現在） 

※１ ①の債務に対し、②の資産が③の内容によりそれぞれ担

   保に供されております。 

   ①債務 

  短期借入金 1,813,400千円

  （1年以内に返済予定の長期借入金を含む） 

  長期借入金 1,202,900千円

 3,016,300千円 

※１ ①の債務に対し、②の資産が③の内容によりそれぞれ担

   保に供されております。 

   ①債務 

  短期借入金 1,361,400千円

  （1年以内に返済予定の長期借入金を含む）  

  長期借入金 1,441,500千円

  計 2,802,900千円 
   ②担保に供した資産           

  建物 1,224,084千円

  土地 2,128,002千円

  計 3,352,086千円 

   ②担保に供した資産           

  建物 882,787千円

  土地 2,128,002千円

  計 3,010,789千円 
   ③担保の内容 

     根抵当（極度額） 

                    

中央三井信託銀行㈱

（千円） 
㈱静岡銀行 

（千円）

2,000,000 800,000

㈱清水銀行 

（千円） 
㈱商工組合中央金庫

（千円）

400,000 400,000
 

   ③担保の内容 

     根抵当（極度額） 

                    

中央三井信託銀行㈱

（千円）

㈱静岡銀行 

（千円）

2,000,000 800,000

㈱清水銀行 

（千円）

㈱商工組合中央金庫

（千円）

400,000 400,000
 

  

※２ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布、平成13

年3月31日改正公布）に基づいて事業用の土地の再評価を行い、

当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負債｣

として負債の部に、残額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布、

平成11年3月31日改正）第2条第3号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。 

再評価を行った年月日         平成13年3月31日 
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額           △926,768千円 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

 3,915,960千円 

※２ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布、平成13

年3月31日改正公布）に基づいて事業用の土地の再評価を行い、

当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負債｣

として負債の部に、残額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布、

平成11年3月31日改正）第2条第3号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。 

再評価を行った年月日         平成13年3月31日 
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額          △1,012,536千円 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

 4,220,221千円 
※４ 非連結子会社及び関連会社の株式 

   投資有価証券（株式）          56,462千円 

 

※４ 非連結子会社及び関連会社の株式 

   投資有価証券（株式）          70,290千円 
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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          ――――            

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 45,423千円

給料 127,810千円

退職給付費用 6,095千円

賞与引当金繰入額 14,465千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,480千円

マシン使用料 45,162千円

減価償却費 3,652千円 
 

 

※１ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

1,786千円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 48,079千円

給料 103,717千円

退職給付費用 4,460千円

賞与引当金繰入額 16,758千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,540千円

マシン使用料 46,171千円

減価償却費 4,795千円

貸倒損失 5,074千円
 

※３ 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              23,278千円 

※３ 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                1,190千円 

 ４          ――――            

 

 

 

 

※４ 前期損益修正益 

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成

19年12月27日）第25項に基づき、平成21年４月１日時点で

存在する同会計基準を適用したことによる過年度の開発の

進捗に見合う利益であります。 

なお、過年度の開発の進捗に対応する収益は154,265千円、原価

137,233千円であり、それらを相殺して17,032千円を前期損益修

正益として計上しております。 

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具                 168千円 

 

 ５          ――――            

 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

建物及び構築物                 3,513千円 
機械装置及び運搬具                 343千円 

その他                        64千円  
計                       3,921千円 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

     機械装置及び運搬具                    6千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

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） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 14,500,000 － － 14,500,000

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 15,738 942 － 16,680

（変動事由の概要） 
  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加   942株 

 

３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年 6月27日 

定時株主総会 
普通株式 36,210 2.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

 (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 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成21年6月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 36,208 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月26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．発行済株式および自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 14,500,000 － － 14,500,000

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 16,680 336 － 17,016

（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加  336株 

 

３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成21年6月25日 

定時株主総会 
普通株式 36,208 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月26日

 

 (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、決議を予定しております。 

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 36,207 2.50 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 721,718

現金及び現金同等物 721,718

  

（千円）

現金及び預金勘定 818,396

現金及び現金同等物 818,396
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（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 

当社および連結子会社は確定給付型の制度として、退職

一時金制度を設けております。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社は確定給付型の制度として、退

職一時金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） 

①退職給付債務 △810,902千円

②未認識数理計算上の差異 △1,762千円

③退職給付引当金 △812,665千円

２ 退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日） 

①退職給付債務 △867,022千円

②未認識数理計算上の差異 △3,265千円

③退職給付引当金 △870,287千円
 

（注）連結子会社は期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

   る簡便法を採用しております。 

 

（注）連結子会社は期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

   る簡便法を採用しております。 

 

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） 

①勤務費用 108,422千円

②利息費用 13,872千円

③退職給付費用 122,294千円
 

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） 

①勤務費用 106,431千円

②利息費用 15,154千円

③退職給付費用 121,585千円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0%

③数理計算上の差異の処理年数 ５年

（各連結会計年度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、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する方法） 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0%

③数理計算上の差異の処理年数 ５年

（各連結会計年度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、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する方法） 
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（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 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（千円）

繰延税金資産 

 退職給付引当金 325,032

 賞与引当金 115,074

 その他 44,259

 繰延税金資産小計 484,365

 評価性引当額 △39,066

 繰延税金資産の合計 445,298

  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（千円）

繰延税金資産 

 退職給付引当金 348,092

 賞与引当金 116,469

 ゴルフ会員権評価損 11,420

 その他 42,822

 繰延税金資産小計 518,803

 評価性引当額 △51,710

 繰延税金資産の合計 467,093
 

（注）繰延税金資産の合計は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（千円）

流動資産－繰延税金資産 127,260

固定資産－繰延税金資産 318,037

 
 

（注）繰延税金資産の合計は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（千円）

流動資産－繰延税金資産 127,178

固定資産－繰延税金資産 339,915

 
 
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の内訳 

（％）

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との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の内訳 

（％）

法定実効税率 40.0

（調整） 

 住民税均等割 1.4

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

3.0

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.1

 欠損金子会社の未認識税務利益 2.1

 役員退職慰労引当金 △1.8

 その他 0.6

税効果会計適用後の法人税負担率 45.2

  

法定実効税率 40.0

（調整） 

 住民税均等割 1.6

 持分法による投資損失 △1.5

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

3.4

 ゴルフ会員権評価損 4.1

 その他 △1.8

税効果会計適用後の法人税負担率 45.8
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（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

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） 

 

情報サービス

事業 

（千円） 

物流事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

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 
6,818,771  3,650,434 10,469,206 － 10,469,206  

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － － －  

計 6,818,771  3,650,434 10,469,206 － 10,469,206  

 営業費用 6,202,458  3,490,930 9,693,388 394,568 10,087,957  

 営業利益 616,313  159,503 775,817 （394,568） 381,248  

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

 資産 1,544,766  4,348,120 5,892,886 1,950,674 7,843,561  

 減価償却費 20,522  283,574 304,097 62,472 366,569  

 資本的支出 153,258  195,302 348,560 7,902 356,463  

（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．各事業の主な内容 

（１）情報サービス事業･･････情報サービス部門 
（２）物 流 事 業        ･･････陸運、海運、倉庫および海運に付随する骨材販売の商事部門 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用394,568千円の主なものは、当社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,950,674千円であります。 
その主なものは提出会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）および管理部
門に係る資産等であります。 
 
（追加情報） 
有形固定資産の耐用年数の変更 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「（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－ス資産を除く）の項の（追加情報）に記載のとおり、当社および連結子会社は、法人税法
の改正を契機として耐用年数の見直しを行い、当連結会計年度より、一部の機械装置の耐用年数を13年か
ら12年に変更しております。 
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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） 

 

情報サービス

事業 

（千円） 

物流事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

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 
5,523,431  3,054,165 8,577,597 － 8,577,597  

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － － －  

計 5,523,431  3,054,165 8,577,597 － 8,577,597  

 営業費用 5,076,940  2,806,543 7,883,483 374,110 8,257,593  

 営業利益 446,491  247,622 694,113 （374,110） 320,003  

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

 資産 1,373,177  4,008,912 5,382,090 1,986,139 7,368,229  

 減価償却費 38,012  253,068 291,081 32,102 323,183  

 資本的支出 98,836  103,922 202,758 17,466 220,225  

（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．各事業の主な内容 

（１）情報サービス事業･･････情報サービス部門 
（２）物 流 事 業        ･･････陸運、海運および倉庫部門 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用374,110千円の主なものは、当社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,986,139千円であります。 
その主なものは提出会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）および管理部
門に係る資産等であります。 
（会計方針の変更） 
受注制作ソフトウェア開発に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました
が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当連結会計年度より適
用し、当連結会計年度の期首に存在するソフトウェア開発契約を含むすべてのソフトウェア開発契約にお
いて当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについては工事進行基準
（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは工数の発生比率による。）を、その他のものについては工事完成基
準を適用しております。 
また、平成21年４月１日時点で存在する過年度からのソフトウェア開発については、開発の進捗に対応す
る収益154,265千円、原価137,233千円であり、それらを相殺して17,032千円を前期損益修正益として計
上しております。 
これにより、売上高は28,306千円減少し、保守契約関連の原価の発生が抑えられたため、営業利益は27,332
千円増加しております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

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） 

 すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

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） 

 すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

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） 

 海外売上高はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高はありません。 
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【関連当事者情報】 

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） 

 
（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。 
  これによる開示対象範囲の変更はありません。 

 

１．関連当事者との取引 
 (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 
 
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

種類 

会社等
の名称
又は氏

名 

所在
地 

資本金又
は出資金
（千円） 

事業の内
容 

又は職業

議決権等の
所有 

（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

親会社 
鈴与 

株式会
社 

静岡
市清
水区 

1,000,000 物流事業
（被所有）
間接50.48

沿 岸 作 業 受
託、海上輸送
委託、輸出入
貨物取扱相互
委託、設備賃
借 
役員の兼任 

株式の
売却 

67,088 
（内 投資有
価証券売却益
11,244） 

― ―

（注）上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 
（取引条件及び取引条件の決定方針等）  
 株式の売却については、非上場株式の合理的株価算定方法により算出された価格に基づき、交渉によ
り決定しております。 
 
 (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 
   鈴与株式会社（非上場会社） 
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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） 

 該当事項はありません。 
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（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 92円96銭

１株当たり当期純利益 11円73銭

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益            － 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。 

  

１株当たり純資産額 100円78銭

１株当たり当期純利益 10円32銭

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益            － 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。 

    
(注) 算定上の基礎 

 

① １株当たり当期純利益 

 
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)

 連結損益計算書上の当期純利益（千円） 169,913 149,508

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 169,913 149,508

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,483,963 14,483,127

 

② １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,346,329 1,459,531

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,346,329 1,459,531

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株） 

14,483,320 14,482,984
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（開示の省略） 

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、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。 
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 690,108 781,126 

受取手形 32,034 14,584 

営業未収入金 1,701,147 1,392,556 

商品 10,283 7,405 

仕掛品 137,233 72,594 

貯蔵品 272 368 

前払費用 20,471 20,543 

短期貸付金 430 140 

繰延税金資産 127,260 127,178 

その他 16,518 20,571 

貸倒引当金 △4,196 △4,831 

流動資産合計 2,731,564 2,432,236 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,337,541 1,228,489 

構築物（純額） 13,820 11,583 

機械及び装置（純額） 255,107 187,704 

船舶（純額） 3,495 2,330 

車両運搬具（純額） 53,973 22,824 

工具、器具及び備品（純額） 94,842 93,885 

土地 2,523,182 2,523,182 

リース資産（純額） 2,155 21,074 

建設仮勘定 17,047 1,879 

有形固定資産合計 4,301,164 4,092,953 

無形固定資産   

のれん 40,000 － 

借地権 73,542 73,542 

ソフトウエア 46,436 71,168 

その他 128 1,479 

無形固定資産合計 160,107 146,190 

投資その他の資産   

投資有価証券 85,910 86,819 

関係会社株式 126,901 112,209 

出資金 384 384 

従業員に対する長期貸付金 140 － 

長期前払費用 346 279 

繰延税金資産 318,037 339,915 

その他 170,992 180,130 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

貸倒引当金 △17,310 △24,142 

投資その他の資産合計 685,402 695,595 

固定資産合計 5,146,674 4,934,739 

資産合計 7,878,239 7,366,976 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 904,431 513,304 

短期借入金 1,390,000 1,130,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,058,400 831,400 

リース債務 421 5,663 

未払金 14,026 28,999 

未払費用 47,345 49,191 

未払法人税等 73,109 70,530 

未払消費税等 35,342 31,172 

前受金 72,352 42,258 

預り金 14,621 15,234 

賞与引当金 278,200 281,835 

受注損失引当金 － 1,786 

その他 2,110 1,056 

流動負債合計 3,890,364 3,002,432 

固定負債   

長期借入金 1,582,900 1,821,500 

リース債務 1,841 16,681 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 788,550 843,132 

役員退職慰労引当金 2,590 4,130 

受入保証金 65,858 48,840 

固定負債合計 2,581,373 2,873,917 

負債合計 6,471,738 5,876,349 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金   

資本準備金 125,000 125,000 

資本剰余金合計 125,000 125,000 

利益剰余金   

利益準備金 7,397 11,018 

その他利益剰余金   

別途積立金 2,905 2,905 

繰越利益剰余金 477,249 557,853 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

利益剰余金合計 487,552 571,776 

自己株式 △3,017 △3,060 

株主資本合計 1,374,534 1,458,715 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,986 △4,042 

土地再評価差額金 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計 31,966 31,911 

純資産合計 1,406,501 1,490,627 

負債純資産合計 7,878,239 7,366,976 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,500,814 8,619,965 

売上原価 9,643,683 7,907,399 

売上総利益 857,131 712,566 

販売費及び一般管理費 409,477 388,463 

営業利益 447,653 324,103 

営業外収益   

受取利息 7,497 71 

受取配当金 2,037 1,295 

受取賃貸料 28,922 26,426 

違約金収入 32,475 － 

その他 1,979 2,444 

営業外収益合計 72,913 30,238 

営業外費用   

支払利息 75,068 59,464 

賃貸費用 － 8,372 

その他 17,597 9,372 

営業外費用合計 92,665 77,209 

経常利益 427,901 277,132 

特別利益   

固定資産売却益 8,612 － 

投資有価証券売却益 11,244 － 

前期損益修正益 － 17,032 

その他 － 2,261 

特別利益合計 19,857 19,293 

特別損失   

固定資産売却損 41 － 

固定資産除却損 3,902 － 

投資有価証券評価損 － 3,792 

関係会社株式評価損 － 18,067 

ゴルフ会員権評価損 － 28,550 

子会社清算損 106,525 － 

その他 1,250 － 

特別損失合計 111,718 50,409 

税引前当期純利益 336,039 246,016 

法人税、住民税及び事業税 162,073 147,333 

法人税等調整額 △22,943 △21,749 

法人税等合計 139,129 125,584 

当期純利益 196,909 120,432 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 765,000 765,000 

当期末残高 765,000 765,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 125,000 125,000 

当期末残高 125,000 125,000 

資本剰余金合計   

前期末残高 125,000 125,000 

当期末残高 125,000 125,000 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,776 7,397 

当期変動額   

剰余金の配当 3,621 3,620 

当期変動額合計 3,621 3,620 

当期末残高 7,397 11,018 

その他利益剰余金   

任意積立金   

前期末残高 2,905 2,905 

当期末残高 2,905 2,905 

繰越利益剰余金   

前期末残高 320,171 477,249 

当期変動額   

剰余金の配当 △39,831 △39,829 

当期純利益 196,909 120,432 

当期変動額合計 157,078 80,603 

当期末残高 477,249 557,853 

利益剰余金合計   

前期末残高 326,853 487,552 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,210 △36,208 

当期純利益 196,909 120,432 

当期変動額合計 160,699 84,224 

当期末残高 487,552 571,776 

自己株式   

前期末残高 △2,885 △3,017 

当期変動額   

自己株式の取得 △131 △43 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △131 △43 

当期末残高 △3,017 △3,060 

株主資本合計   

前期末残高 1,213,967 1,374,534 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,210 △36,208 

当期純利益 196,909 120,432 

自己株式の取得 △131 △43 

当期変動額合計 160,567 84,181 

当期末残高 1,374,534 1,458,715 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,621 △3,986 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,608 △55 

当期変動額合計 △10,608 △55 

当期末残高 △3,986 △4,042 

土地再評価差額金   

前期末残高 35,953 35,953 

当期末残高 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 42,575 31,966 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,608 △55 

当期変動額合計 △10,608 △55 

当期末残高 31,966 31,911 

純資産合計   

前期末残高 1,256,542 1,406,501 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,210 △36,208 

当期純利益 196,909 120,432 

自己株式の取得 △131 △43 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,608 △55 

当期変動額合計 149,959 84,125 

当期末残高 1,406,501 1,490,627 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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（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 たな卸資産の評価基準及び評価方法 1 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 

  評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）によっております。 

   商 品  最終仕入原価法 

   仕掛品  個別法 

   貯蔵品  最終仕入原価法 

   （会計方針の変更） 

   「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を当事業年度から適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はあり

ません。 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産 

  評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）によっております。 

   商 品  最終仕入原価法 

   仕掛品  個別法 

   貯蔵品  最終仕入原価法 

 

2 固定資産の減価償却の方法 2 固定資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産（リ－ス資産を除く）  ①有形固定資産（リ－ス資産を除く） 

  建物、機械装置および船舶については定額法、そ

の他の有形固定資産について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    ７～４３年 

   （追加情報） 

   有形固定資産の耐用年数の変更 

   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、当事業年度より、一部の機械装 

   置の耐用年数を13年から12年に変更しておりま 

   す。 

   なお、この変更による損益に与える影響は軽微 

   であります。 

  建物、機械装置および船舶については定額法、そ

の他の有形固定資産について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    ７～４３年 

 

 ②無形固定資産（リース資産を除く）  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、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）による定額法に

よっております。 

         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－ス資産 

   所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係る

リ－ス資産 

    リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

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。 

   （会計方針の変更） 

    「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準委員会平成５年６月17日 最終改正平成

19年３月30日 企業会計基準第13号）及び

「リ－ス取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成６年１月18日

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適

用指針第16号）を当事業年度から適用し、所

有権移転外ファイナンス・リ－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

会計処理から通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更しております。なお、リ

－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－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

会計処理を引き続き採用しております。 

    この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

 ③リ－ス資産 

   所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係る

リ－ス資産 

    リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

とする定額法によっております。 

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引

のうち、平成20年３月31日以前のものについ

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。 
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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） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「賃貸費用」

（当事業年度9,050千円）は、営業外費用の総額の100分

の10以下であるため、当事業年度においては、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。 

（損益計算書関係） 

「賃貸費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、当事業年度より区分掲記することとしました。

なお、前事業年度は営業外費用の「その他」に9,050千

円含まれております。 
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（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 97円11銭 

１株当たり当期純利益 13円60銭 

  

  

１株当たり純資産額 102円92銭 

１株当たり当期純利益 8円32銭 

  
    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度末 

(平成21年３月31日) 

当事業年度末 

(平成22年３月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,406,501 1,490,627

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,406,501 1,490,627

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株） 

14,483,320 14,482,984

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
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株当たり当期純利益 

 損益計算書上の当期純利益（千円） 196,910 120,433

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 196,910 120,433

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,483,963 14,483,127
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６．その他 

役員の異動（平成22年6月24日付予定） 

 

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 

②取締役の異動 

＜新  任＞ 松本 耕治（マツモト コウジ） 

取締役兼執行役員 情報サービス事業本部長 

（現 執行役員 情報サービス事業本部長） 

 

＜退  任＞ 武藤 昭二（ムトウ ショウジ） 

        取締役相談役を退任し、顧問に就任予定 

        （現 取締役相談役） 

 

③執行役員の異動 

＜新  任＞ 大竹 京司（オオタケ キョウジ） 

執行役員 総務部長 

（現 総務部長） 

 

＜退  任＞ 磯崎 勤（イソザキ ツトム） 

          執行役員 物流事業本部副本部長を退任予定 
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