
平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成29年２月13日

上 場 会 社 名 日本コンセプト株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 9386 URL http://www.n-concept.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)松元 孝義
問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務経理部長 (氏名)若園 三記生 (TEL)03-3507-8812
定時株主総会開催予定日 平成29年３月30日 配当支払開始予定日 平成29年３月31日
有価証券報告書提出予定日 平成29年３月30日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 有 （　アナリスト・機関投資家向け ）
　

(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年12月31日）
（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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年12月期 10,494 △4.6 1,716 △18.7 1,583 △20.2 1,079 △17.0

27年12月期 11,001 6.8 2,111 12.5 1,983 9.0 1,300 12.1
(注) 包括利益 28年12月期 1,027百万円(△16.7％) 27年12月期 1,234百万円( △0.1％)
　

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 ％ ％ ％

28年12月期 82.43 － 16.1 10.6 16.4

27年12月期 99.32 － 22.0 13.7 19.2
(参考) 持分法投資損益 28年12月期 －百万円 27年12月期 －百万円
　

※当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、「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」を算定しております。
　

（２）連結財政状態

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

28年12月期 14,819 7,042 47.5 537.72

27年12月期 14,971 6,355 42.5 485.25
(参考) 自己資本 28年12月期 7,042百万円 27年12月期 6,355百万円
　

※当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、「１株当たり純資産」を算定しております。
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

28年12月期 1,945 △678 △1,176 2,564

27年12月期 2,061 △697 △1,186 2,525
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

27年12月期 － 27.00 － 11.00 － 261 20.1 4.4

28年12月期 － 15.00 － 15.00 30.00 392 36.4 5.9

29年12月期(予想) － 15.00 － 15.00 30.00 32.4
　

※当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。平成27年12月期の第２四半期以前の配当金に

ついては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。比較のため、平成27年10月１日付の株式分割が前連結会計年度の期首

に行われたと仮定した場合、中間配当（１株につき27円）は、１株につき９円に相当し、年間配当は１株につき20円となります。
　

３．平成29年12月期の連結業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 5,545 2.1 990 0.8 957 9.4 674 12.9 51.46

通 期 11,024 5.0 1,790 4.3 1,725 9.0 1,213 12.4 92.61
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※ 注記事項

（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

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、添付資料23ページ「５.連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年12月期 13,098,000株 27年12月期 13,098,000株

② 期末自己株式数 28年12月期 537株 27年12月期 537株

③ 期中平均株式数 28年12月期 13,097,463株 27年12月期 13,097,504株
　

※当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、平成27年12月期の「期末発行済株式数(自己株式を含む)」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しておりま

す。
　

(参考) 個別業績の概要
１．平成28年12月期の個別業績（平成28年１月１日～平成28年12月31日）
（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 ％

28年12月期 10,381 △4.4 1,472 △20.8 1,318 △22.8 864 △20.5

27年12月期 10,859 6.5 1,859 9.7 1,708 6.4 1,086 11.6
　

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

円 銭 円 銭

28年12月期 66.02 －

27年12月期 82.99 －
　

※当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定し、「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」を算定しております。
　

（２）個別財政状態

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

28年12月期 13,623 5,894 43.3 450.06

27年12月期 13,916 5,370 38.6 410.06

(参考) 自己資本 28年12月期 5,894百万円 27年12月期 5,370百万円
　

※当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定し、「１株当たり純資産」を算定しております。
　

　

２．平成29年12月期の個別業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日）
　

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 5,475 2.2 798 11.2 548 16.9 41.84

通 期 10,919 5.2 1,449 9.9 995 15.1 75.97
　

　

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
　品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。

　

※ 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。業績予
　想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．経営成
　績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
・当社は、平成29年２月28日にアナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

前連結会計年度
（自 平成27年１月１日

　 至 平成27年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年１月１日

　 至 平成28年12月31日）
増減額（増減率）

売上高（千円） 11,001,454 10,494,651 △506,803 (△4.6％)

営業利益（千円） 2,111,833 1,716,570 △395,263 (△18.7％)

経常利益（千円） 1,983,543 1,583,126 △400,416 (△20.2％)

親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

1,300,858 1,079,625 △221,233 (△17.0％)

保有基数（12月末時点） 6,113本 　6,756本 643本 (10.5％)

稼働率（12ヶ月平均） 73.6％ 69.2% △4.5％ ―

当連結会計年度における我が国経済は、円高や新興国経済の減速による企業収益の悪化を受け設備投資の回

復ペースに鈍化がみられるものの、雇用者数の増加や物価上昇率低下による実質雇用者所得の高い伸びを背景

に個人消費は持ち直しつつあります。こうした中、英国の欧州連合離脱派勝利以降、国内経済の先行きは不透

明感が漂っていましたが、トランプ氏が米国大統領選に勝利したことから、米金利が急上昇するとともに円安

ドル高が進行し、11月以降の収益押上げ期待が景況感の下支えに寄与しております。

一方、世界経済に目を向けますと、米国では個人消費が堅調に推移し、外需や在庫投資が成長を押し上げた

ことに加え、トランプ大統領の経済政策に対する期待から個人消費主導の景気回復持続が見込まれています。

欧州では、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が底堅く推移する一方、設備投資の伸びが鈍化するなど著

しく緩和的な金融環境の下でも加速の兆しが見られません。中国では、需要面で民間企業の投資意欲が落ちた

ものの、所得水準の継続的な向上とそれに伴う中間所得層の購買力上昇を背景に消費は堅調で、インフラ投資

も高い伸びを示し、景気減速は和らいだ状況となっております。

このような状況のもと、当社グループは活発な営業活動を推進し、日本を起点とする輸出・輸入・国内輸送

取引はもちろん、日本を介さない三国間輸送取引のいずれにおいても、前期を大幅に上回る輸送取扱実績をあ

げました。しかしながら、当連結会計年度は前期に比べて一年を通じて円高で推移したことから、米ドル建て

での決済が取引慣行である国際物流業務をビジネスの中核としている当社グループの売上高は、10,494百万円

に留まりました。

営業利益については、将来を見据えて積極的な設備投資を継続していることから減価償却費が増加したほか、

来期の輸送ニーズも視野に入れてタンクコンテナの地域別配置数を調整したことに伴う費用負担により売上原

価が増加したものの、グループ一丸となり営業活動を推進した結果、1,716百万円を確保致しました。また経常

利益は、為替差損を５百万円（前期は103百万円の為替差益）計上したうえ、過去に調達した資金を低金利の融

資に借換えした際にデリバティブ解約損を33百万円計上したものの、有利子負債の圧縮や調達金利の引き下げ

により支払利息が前期より54百万円減少したことから、1,583百万円となりました。この結果、法人税等差引後

の親会社株主に帰属する当期純利益は1,079百万円を達成しております。

②次期の見通し

平成29年の日本経済は、雇用・所得環境の改善、物価低下に伴う実質所得の増加を主因として個人消費が緩

やかに回復する中、円高の影響が一巡し、輸出、設備投資の持ち直しが見込まれます。

一方、世界経済を見ますと、米国の好景気が続くことは見込まれるもののトランプ大統領の政策に不透明感

があることに加え、欧州の低成長の継続、そして中国の成長力の低下など景気減速の懸念が払拭されない状況

であります。

このような情勢の中、当社グループは円安により価格競争力を回復しつつある日本からの輸出取引獲得に注

力するとともに、当社グループの連携を強化し、各地域におけるタンクコンテナの適正在庫を維持しながら、

輸入取引や日本を介さない三国間取引の取扱量を引き上げることにより売上を着実に伸ばして参ります。

一方国内においては、水島支店（平成27年８月開設）に続く国内７番目の拠点となる京葉臨海支店の業務開

始（平成29年２月）により、主要工業地域をカバーする自社物流拠点網の機能を最大限に活用し、国内ワンウ

ェイ輸送サービスや附加価値サービスの需要を取り込むことにより安定的に取扱高を拡大して参ります。
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これらの結果、当社グループの次期連結会計年度における業績見通しは、前提となる為替相場を１ドル110円

00銭とした上で、売上高11,024百万円、営業利益1,790百万円、経常利益1,725百万円、親会社株主に帰属する

当期純利益は1,213百万円を予想しております。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　（イ）資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べ225百万円減少（5.4％減）し、3,922百万円となりました。現金及

び預金が38百万円増加したものの、売掛金が26百万円、その他流動資産が222百万円減少したことが主な要

因です。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ74百万円増加（0.7％増）し、10,897百万円となりました。減価償

却等により機械装置及び運搬具（純額）が32百万円、タンクコンテナ（純額）が422百万円減少したもの

の、京葉臨海支店の開設準備等に伴い、土地と建設仮勘定がそれぞれ297百万円、210百万円増加したこと

が主な要因です。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ151百万円減少（1.0％減）し、14,819百万円となりまし

た。

　（ロ）負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ372百万円減少（11.4％減）し、2,884百万円となりました。買掛

金が２百万円、短期借入金が56百万円、リース債務が13百万円増加したものの、１年内返済予定の長期借

入金が114百万円、１年内償還予定の社債が40百万円、未払法人税等が237百万円減少したことが主な要因

です。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ467百万円減少（8.7％減）し、4,892百万円となりました。社債が

30百万円、長期借入金が363百万円、リース債務が29百万円、その他固定負債が32百万円減少したことが主

な要因です。

　（ハ）純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べ687百万円増加（10.8％増）し、7,042百万円となりました。為替換

算調整勘定が51百万円減少したものの、利益剰余金が739百万円増加したことが主な要因です。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末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て38

百万円増加し、2,564百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれに係

る要因は次のとおりであります。

　（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、1,945百万円（前期は2,061百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益1,578百万円、減価償却費864百万円、及び法人税等の支払額747百万円によるもの

です。

　（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、678百万円（前期は697百万円の支出）となりました。これは主に、社

員寮と京葉臨海支店の開設準備によるものです。

　（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は、1,176百万円（前期は1,186百万円の支出）となりました。これは主に、

短期借入れ及び長期借入れによる収入2,780百万円に対し、短期借入金、長期借入金及びリース債務の返済

並びに社債の償還による支出3,581百万円、配当金の支払額340百万円があったことによるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年12月期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期

自己資本比率（％） 24.9 32.0 38.9 42.5 47.5

時価ベースの
自己資本比率（％）

27.5 68.4 74.1 93.3 94.7

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率（年）

16.1 5.3 4.0 3.4 3.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

2.1 6.2 8.9 11.9 16.7

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）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、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

（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支払っている全ての負債を対象として

います。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

当社グループは、株主の皆様への安定配当の維持を基本方針とし、利益の状況を基礎に事業環境、事業見通し、

更には配当性向等の諸般の状況を総合的に勘案し、利益還元を決定することを基本としております。

一方で、現在当社グループは持続的な成長の途上にあり、業容の拡大と利益の増大を維持・継続するためには、

内部留保による財務体質の改善と設備投資による事業への投資が不可欠であります。この観点に立ち、安定配当

を維持しつつ、成長に向けた投資のための内部留保を積極的に行い、これを事業投資に活用して企業価値を着実

に向上させることで、株主の皆様に還元して行きたいと考えております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、

中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり30円（うち中間

配当金15円）としております。

なお、次期の配当につきましては、中間配当15円、期末配当15円の１株当たり30円とさせていただく予定であ

ります。
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（４）事業等のリスク

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には、以下のようなものがあります。

当社グループでは、これらの事項に関わるリスクの存在を認識し分析したうえで、その発生を未然に防ぎ、且

つ、万一発生した場合でも適切に対処し影響を最小にするよう努める所存であります。一方で、投資家の皆様に

よる当社グループ株式に対する投資判断は、本項及び本項以外の諸記載事項と併せて慎重に検討したうえで行わ

れる必要があると考えております。

また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが事業を行うに当たり、予

め想定し得る主要もしくは重大と思われる事象と、これに関わるリスクを述べたものであります。このほかにも

発生し得る事象とリスクがある可能性があり、事前に投資家の皆様がこれらをご自身で想定されたうえで、当社

グループ株式に対する投資判断を行う必要があると考えております。

①重大な事故等によるレピュテーションリスクの影響

当社グループは、液体の大量且つ遠隔地間輸送が可能な輸送容器であるISO標準規格のタンクコンテナを長期間

繰り返し使うことで、環境に優しい液体輸送サービスを国の内外を問わず提供するインフラ型企業であります。

従って「公共性、信頼性、国際性を備え、社会に誇りうる会社」たるべく、特に事故防止と環境汚染対策が経営

の最重要事項であると認識しております。

この観点に立ち、設備の保守や更新、人材教育や社内規則の見直し等を通じた社内体制の改善に継続的に取り

組んでおり、万一緊急事態が発生した場合には、迅速かつ適切に対処すべく会社の内外の体制を整備しているほ

か、リスク負担の軽減を目的として損害に応じた付保等についても充実させております。

しかしながら、不測の事態、とくに危険物の漏洩事故や社会的に大きな影響を及ぼす可能性がある環境汚染に

繋がる想定外の事態等におけるレピュテーションに関わる事象が発生した場合には、当社グループの経営成績及

び財政状態が大きな影響を受ける可能性があります。

②化学品等製造業界の市況変動や輸送需要の増減及び費用の変動等による影響

当社グループが取り組む国際複合一貫液体輸送事業においては、国の内外を問わず顧客を獲得することによっ

て初めて安定的な営業収益の確保が可能となります。従って、世界の化学業界等の輸送需要の動向や海上運賃等

の外部環境の大きな変化に伴い、輸送量及び単価、リース及びレンタル収入等が大きく変動する可能性がありま

す。その結果、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

③外国為替相場の変動による影響

当社グループが営む国際物流事業においては、売上代金の回収や費用の支払いを米ドル建とするのが取引慣行

であり、タンクコンテナの購入代金やレンタル料の支払いも米ドル建で行います。海外連結子会社も現地通貨を

使用しており、当社グループの業績は為替相場が変動する影響を受けております。

また、為替相場が変動することに伴い、当社の外貨建資産や海外連結子会社の外貨建の資産及び負債の邦貨換

算額が変動することも、当社グループの業績に影響を与えています。

なお、相場の変動により多額の為替差損益を発生させた通貨オプション取引は平成27年度末時点でゼロになっ

ており、為替相場の変動が直接経営に及ぼす影響は前期より減少しております。
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④有利子負債について

当社グループは、更なる業容拡大を目指してタンクコンテナ及び国内・海外の物流洗浄拠点等に対する設備投

資を継続しており、これら設備投資資金の多くを金融機関からの借入金等の有利子負債に依存しております。

（イ）依存度

当社グループはタンクコンテナの取得や物流洗浄拠点の設立に必要な資金、並びに長期運転資金を主として

金融機関からの借入れにより調達して参りました。その結果、総資産残高に対する有利子負債残高の割合が高

く、有利子負債依存度は平成26年12月末時点で50.1％、平成27年12月末時点で46.3％でした。当社は、収益増

加に伴い借入金残高の圧縮を進めてきており、平成28年12月末時点の有利子負債依存度は43.1％に低下してお

ります。今後もタンクコンテナ取得等の設備資金は借入金、ファイナンス・リース等により調達していく方針

ではありますが、借入金残高を圧縮することにより有利子負債依存度を着実に引き下げることを目指しており

ます。

（ロ）金融機関との関係

設備資金は、特定の金融機関に偏ることなく複数の大手金融機関から原則として、長期資金として調達して

おり、これらの金融機関との関係が良好であることから必要資金の新規調達に現時点では懸念はございません。

しかしながら、将来、経営成績の急激な悪化や社会環境及び金融情勢の大きな変動等、何らかの理由により金

融機関からの資金調達に支障が生じた場合は、当社グループの事業展開に大きな制約を受ける可能性がありま

す。

（ハ）財務制限条項

当社グループは、主に金融機関からの借入れをもとに大型設備投資を実施しておりますが、当該借入契約の

なかには財務制限条項が設けられているものがあります。金融機関とは良好な関係を築いておりますが、連結

決算及び単体決算それぞれにおいて、財務制限条項のいずれかに該当することとなった際には、期限の利益を

喪失する可能性があります。

（ニ）金利変動リスク

将来の利息支払額を予め確定するために固定金利で資金調達をすることを原則としておりますが、変動金利

での資金調達をせざるを得ない場合には金利変動リスクにさらされる可能性があります。

⑤法的規制の強化による影響

当社グループが運行するタンクコンテナは、危険品の輸送に関する規則であるIMDGコード（注）及び消防法等

や、関税に関するコンテナ条約等の国際条約及び関税法等の内外法規制による影響を受けております。今後各国

において新たな条約や法令等による規制が行われた場合、当社グループの事業展開に制限が加えられたり、事業

費用が増加することとなり、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。特に、タ

ンクコンテナ洗浄時に発生する廃棄物を正しく処理しなかったことにより環境問題を発生させた場合、業務停止

命令を含めた行政指導を受ける可能性があります。

なお、適用対象となる主要国内法令は次表に示すとおりであり、いずれの許認可等においても期限の定めはあ

りません。現時点におきましては、許認可等の取消事由は発生しておりませんが、将来、各種法令に違反した事

実が認められて事業の停止、許可の取り消し等の罰則を受けた場合、当社の事業活動に重大な影響を及ぼす可能

性があります。当社グループはコンプライアンスを最重要課題として位置付け、これらの法的規制に抵触し業務

に影響を生じさせないよう全社一丸となって法令順守を徹底しております。
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対象 法令等名 監督官庁 法的規制の内容 有効期限 取消事由

利用運送事業 貨物利用運送事業法 国土交通省

貨物利用運送事業の適正かつ合
理的な運営を図り、もって利用
者の利益の保護及びその利便の
増進に寄与することを目的とし
た各種の規制が定められており
ます。

期限の定めなし

第９条
第27条
第12条
第28条

倉庫事業

倉庫業法 国土交通省

倉庫業の適正な運営を確保し、
倉庫の利用者の利益を保護する
とともに、倉庫証券の円滑な流
通を確保することを目的とした
各種の規制が定められておりま
す。

期限の定めなし 第21条

消防法 総務省

消防法における危険物該当品の
保管を行う際は、予め許可を得
た危険物貯蔵所にて取り扱う旨
定められております。

期限の定めなし 第12条の２

タンク
コンテナ

コンテナーに関する通関
条約及び国際道路運送手
帳による担保の下で行う
貨物の国際運送に関する
通関条約（TIR条約）の実
施に伴う関税法等の特例
に関する法律

財務省

免税コンテナを輸入した場合、
その輸入の許可の日から１年以
内に再び国際輸送に使用（再輸
出）せねばならないと定められ
ております。

期限の定めなし 第10条

消防法 総務省

消防法における危険物該当品を
国内で輸送する場合、移動式タ
ンク貯蔵所として届出を行い許
可を受けるよう定めておりま
す。

期限の定めなし 第12条の２

タンク
コンテナ
洗浄

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

環境省

洗浄時に発生する廃油、及び排
水処理設備より排出される汚泥
が産業廃棄物に該当し、その収
集・運搬及び処理について定め
られております。

期限の定めなし 第14条の３

貨物の積替 消防法 総務省

消防法における危険物該当品の
容器間の積替及び一時的留置を
行う際は、予め許可を得た取扱
所内において作業を行わなけれ
ばならない旨、定められており
ます。

期限の定めなし 第12条の２

　
(注) IMDGコード：International Maritime Dangerous Goods Code の略称で、特定の危険物に関する分類、及びそ

れら危険品を国際海上輸送する際の輸送容器、包装基準、積載方法、船積書類などについての基準を包括的に

定めた国際的な規則。
　

⑥自然災害または政治的、社会的非常事態等による影響

当社グループの事業活動の範囲は、日本、東アジア、東南アジア、オセアニア、欧州、中東、北米、及びそれ

らの周辺地域に及んでおります。これらの地域においては、一部に政情不安定な地域も含まれていることから、

政治的、社会的非常事態が発生した場合には、顧客へのサービスの提供が一時的もしくは長期にわたって滞る可

能性があります。また、当社グループの物流洗浄拠点は主要な港湾に隣接したり、その周辺地域に立地しており

ます。このため、自然災害等に対して法令に定められた防災対策を施してはおりますが、地震、津波、台風、洪

水等の大規模な自然災害によっては、直接、間接に甚大な被害を受ける可能性があります。従って、各地域にお

いて通常の物流活動を妨げるような政治的、社会的非常事態や自然災害が発生した場合には、当社グループの経

営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。
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⑦タンクコンテナのオペレーションにかかるリスク

丈夫で安全な液体輸送容器であるタンクコンテナは、ステンレス製であることから高価ではあるものの、適切

なメンテナンスを行うことにより長期間に亘り反復使用することができます。当社ではタンクコンテナの経済的

耐用年数に合わせて20年かけて減価償却をしておりますが、業容拡大のためには保有基数を恒常的に増やしてい

くことが必要であり、当社グループ資産の大宗を占める（平成28年12月31日時点で47.9％）タンクコンテナの減

価償却が今後も続くことが見込まれます。

　また、長期に亘り液体貨物の荷動きが鈍くなることにより稼働率が低下する場合に備えて稼動本数の２～３割

程度をレンタル方式で調達し、必要に応じてレンタルコンテナを返却し、コストをカットすることで業況への影

響を軽減する体制を採っております。しかしながら、想定以上に稼働率が低下した場合やタンクコンテナの保管

場所と輸送ニーズがある地域がアンバランスになることにより大量の空回送が必要となる場合は、減価償却費の

負担に加え、タンクコンテナの保管や回送等にかかる費用により、当社の経営成績が大きく影響を受ける可能性

があります。

　

⑧事業規模の拡大に伴うリスクについて

当社グループは、現時点においてグローバルネットワークを持続的に拡張してゆくことを基本方針としており、

今後、北米地域やアジア諸地域等に対してさらなる事業展開を進めて参ります。

海外においては、現地の法律や規制の突然の変更、産業基盤の脆弱性、人材の採用や確保の困難さ等、事業を

行ううえで直接影響を受ける事業継続リスクに加え、テロ、戦争、その他の要因による社会的または政治的混乱

等が発生するリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化することにより、海外での事業活動に支障が生じ、

当社グループの業績及び将来計画に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社及び連結子会社であるNIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD.、NIPPON CONCEPT MALAYSIA

SDN. BHD.、EURO-CONCEPT B.V.、NICHICON EUROPE B.V.、NICHICON UK LIMITED.、NIPPON CONCEPT AMERICA, LLC.

の計７社で構成されております。

当社グループ各社の事業における位置付けは、次のとおりであります。

社 名 事 業 内 容

日本コンセプト株式会社（当社）
日本及び周辺地域における輸出入貨物取扱業、及び、韓国代理
店とグループ統括

NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD.
東南アジア(除くマレーシア)、中国、インド、中東及びオセア
ニア地域における輸出入貨物取扱業、及び、地域統括

NIPPON CONCEPT MALAYSIA SDN. BHD.
東南アジア地域におけるタンクコンテナの洗浄、及びメンテナ
ンス並びにマレーシアにおける輸出入貨物取扱業

EURO-CONCEPT B.V. 持株会社（欧州地域統括）

NICHICON EUROPE B.V. 欧州（除く英国）における輸出入貨物取扱業

NICHICON UK LIMITED. 英国における輸出入貨物取扱業

NIPPON CONCEPT AMERICA, LLC. 米州における輸出入貨物取扱業

　

当社グループの提供する液体物流サービスの事業内容は、ISO標準規格の液体輸送容器であるタンクコンテナを利

用した液体貨物の輸送と、輸送行程で必要となる加温・保管・積替、及び納品後の空コンテナの洗浄等の一連の附

帯サービスであります。液体貨物の輸送と一連の附帯サービスは一体の取引として密接不可分であることから、当

社グループの事業は単一事業となります。

主な取引先には、国内外の石油化学品メーカーや石油化学品等を扱う商社、及び食品会社等があります。当社グ

ループは、これらの取引先に対し、タンクコンテナを輸送容器として、アジアの諸地域はもとより欧米各国との間

での石油化学品、洗剤原料、インキ、香料、食品材料等の様々な液体貨物の輸送サービスを提供しております。

当社グループの第１の強みは、片道運賃で輸送サービスをご提供できることにあります。輸送の目的地において

液体貨物を納品後のタンクコンテナを回収・洗浄し、これを現地の別のお客様の液体貨物の輸送に供用することに

より、それぞれの目的地までの片道運賃で輸送サービスをご提供することが可能となります。当社グループは、創

業以来、グローバルネットワークの拡充に注力してきました。この結果、現在では独自のグローバルネットワーク

を活用し、世界の主要国間の輸送サービスを片道運賃で提供できる体制を構築しております。

第２の強みは、平成29年２月に開設する京葉臨海支店も含め国内７ヶ所と海外１ヶ所に物流拠点を保有している

ことであります。自社の物流拠点でタンクコンテナの洗浄とメンテナンスを行い、高い品質と徹底管理されたタン

クコンテナをご提供できることが、お客様からの高い信頼に繋がっております。また国内では、お客様のニーズに

応じてワンストップで加温・保管・積替等の附帯サービスをご提供しております。国内物流拠点はお客様の利便性

向上とコスト削減をサポートするものであり、これが当社グループの大きな強みとなっております。さらに、国内

物流拠点の充実に伴い、主要なコンビナートにおいて片道運賃での輸送サービスをご提供することが可能となり、

近時、国内輸送サービスの取扱が着実に増加してきております。

なお、当社グループは、独自のネットワークを活用し、国内外の陸上輸送（鉄道/トラック）や海上輸送（コンテ

ナ船）等を外注することにより、様々な輸送手段を組み合わせた国際複合一貫輸送を担っておりますが、これはタ

ンクコンテナが貨物を積んだままコンテナ船やトラック及び鉄道等の様々な輸送手段に載せ替えることができる輸

送容器であることから可能となるものであります。

タンクコンテナはこのように経済性、利便性、安全性、及び環境にも優しい輸送容器であることが評価されてお

り、この結果、欧州、米州、及びアジアの諸地域において広く普及してきております。近年日本国内の輸送におい

ても、タンクコンテナが安全かつ高品質で長期間に亘り繰り返し使用できるほか、容器自身の廃棄処理が不要であ

り、残液も所定の施設で厳格に管理されて環境にも優しいことが広く認知されてきております。これに伴って液体

物流サービスの分野において当社グループへのニーズは着実に高まっております。
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当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

各矢印が表す取引は、以下のとおりであります。

① 液体貨物の国際複合一貫輸送の請け負い、及び附帯するタンクコンテナの賃貸

② タンクコンテナの洗浄サービス、修理、及び輸送に附帯した液体貨物の保管、加温、別容器（タンクローリー車、ド

ラム缶等）への積み替えサービス

③ 当社に対するタンクコンテナの賃貸

④ 実輸送、通関手続、タンクコンテナの洗浄・修理等の当社への役務提供
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、経営理念として以下の４つを掲げております。

① 私たちは、効率的な国際液体物流システムを構築・運営することにより、世界中のお客様に貢献します。

② 私たちは、きめ細かい高品質なサービスをお客様に提供します。

③ 私たちは、働く厳しさと喜びを共有し、国際液体物流のプロフェショナル集団となることを目指します。

④ 私たちは、公共性・信頼性・国際性を備え、社会に誇り得る会社となることを目指します。

（２）目標とする経営指標

当社グループは、売上高、売上総利益、営業利益及び経常利益の額を目標数値として管理しております。また、

収益性の指標として、売上総利益率、売上高営業利益率等を、また経営安定の視点から、自己資本比率等を重要な

指標として位置付けております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、企業集団として向こう３年間の中期経営計画を策定しております。この計画は当社グループの

経営の基本方針を基に、経済情勢、業界動向等の経営環境を考慮し、今後の経営課題を明らかにした上で、達成す

べき売上・利益を策定したものであり、連結会計年度ごとに作成・実施される年度予算の基となるものであります。

計画の内容については、毎年度の下半期終了時期に、翌連結会計年度の予算編成の前に当連結会計年度の実績予想

を踏まえ、見直し・修正を行うローリング方式を採用しております。その内容は基本方針、売上計画、設備投資計

画、営業戦略、業務戦略、内部管理体制整備計画及び人員計画等で構成されております。なお、現在策定している

中期経営計画の基本方針は、以下のとおりであります。

① 進出６年目を迎えた米国におけるビジネスを更に飛躍させるとともに、欧州・アジア地域から日本への輸入取

引の拡大を図る。

② 国内７番目となる京葉臨海支店（千葉県富津市）の開設により、主要コンビナートをくまなくカバーする拠点

網を活かしたワンウェイ輸送サービスと、加温・保管・積替等の充実した附帯サービスの提供を通じて、国内

ビジネスの取り組みを加速する。

③ 更なる事業の伸展をにらみ、将来を担う人材の確保を積極推進。

また、豊富な専門知識と経験を兼ね備え、お客様に信頼される一流のセールスエンジニアの育成に注力する。

（４）会社の対処すべき課題

当社グループは、液体の大量輸送を可能とするISO標準規格のタンクコンテナを長期に亘り繰り返し利用すること

により国内外において環境に優しい液体輸送サービスを提供している企業であります。従って、事故防止と環境保

全が永遠の課題であり、当社グループの業容拡大の最も重要な生命線であると認識しております。

また、タンクコンテナによる物流は海外では広く利用されているものの、国内においては拡大途上にあります。

当社グループは、タンクコンテナの日本におけるパイオニア企業として顧客を啓蒙しつつ、液体輸送に係る様々な

ニーズへも対応し、事業の拡大を図っていきたいと考えております。そして、そのために必要な資金を確保してい

く体制を維持し強化していくことが課題であると認識しております。

① 安全と環境問題への取り組み

当社グループが取り扱う液体化学品は、漏洩事故等により生命や環境に悪影響を及ぼすリスクが比較的高い

ものであることから、当社グループの物流洗浄拠点における安全なタンクオペレーションや設備の充実及び安

全な輸送への取り組み、そして人材教育が重要であります。このため、当社グループの従業員や関係する輸送

業者に対し、常日頃から安全や環境問題に係る教育や化学品自体に関する知識の十分な習得等を徹底すること

で、安全や環境保全体制の確保に努めております。今後も、間断なく安全と環境保全により一層重点を置いた

業務体制の強化と設備の充実に心掛けていく所存であります。
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② 顧客への啓蒙とニーズへの対応

タンクコンテナは、液体の輸送手段として既に欧米を中心に世界中で広く利用されております。当社グルー

プは、このタンクコンテナの利便性・経済性・安全性を広く顧客に啓蒙しながら、輸出入取引に伴う輸送を中

心とした営業活動を行って参りました。しかしながら、リーマンショック並びに東日本大震災発生以来、経営

の安定のためには、日本発着の国際輸送取引に囚われず新たな収益の柱を構築することが不可欠であることを

強く認識しました。そこで、近時は特に、タンクコンテナを利用した国内輸送の受注拡大に向けた営業活動や

欧米大手化学企業への更なる取引深化、日本を経由しない第三国間の輸送取引獲得に向けた営業強化に注力し

ております。

なお、国内においては、この観点に従って国内各地に順次拠点の新設・拡充を進めて参りました。この結果、

国内ワンウェイ輸送による低コストでの輸送サービスや、液体貨物の積替・加温等の附帯サービスの提供力が、

大きく向上しております。これを基盤として、タンクコンテナの優位性と当社グループの持つサービス提供力

と専門性をアピールしつつ、顧客の物流ニーズに応えるご提案を積極的に展開していきたいと考えております。

③ タンクコンテナの取扱能力の拡大及びITによる省力化への取り組み

顧客ニーズの増加と多様化に充分に対処するため、タンクコンテナの増強や支店等の物流洗浄拠点の拡充、

並びに業務処理を効率化するためのコンピュータシステムの高度化等が、当社業績向上のために継続して取り

組むべき課題であると認識しております。

④ 資金調達と投資行動

これまでの資金調達は、銀行等の金融機関からの借入れや社債発行、及びファイナンス・リースにより行っ

てきましたが、今後は運用するタンクコンテナ数の増加、及び支店等物流洗浄拠点の設備能力増強等の旺盛な

設備投資ニーズに充分応じられるよう、資本市場からの資金調達も視野に入れた財務運営を行っていきたいと

考えております。

なお、設備投資にあたっては、投資の有効性や採算性、及び液体物流市場や顧客の動向を慎重かつ充分に吟

味し、リスクを充分に見極めたうえで、判断することが肝要であると認識しております。

⑤ 財務力の充実

当社グループは成長過程にあり、業容拡大にあわせて財務内容も着実に改善していきたいと考えております。

他方、今後の業容拡大と競争力の一層の向上のためにはタンクコンテナの調達や物流洗浄拠点への継続的な投

資が不可欠なものであります。従いまして、投資資金の回収が長期に亘る中、業容の拡大と財務力の充実のバ

ランスを保った経営が肝要であると考えております。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

　なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく

方針であります。

決算短信（宝印刷） 2017年02月13日 14時05分 14ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

- 12 -



日本コンセプト株式会社(9386) 平成28年12月期 決算短信

５．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27年12月31日)

当連結会計年度
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,531,127 2,569,728

売掛金 1,203,488 1,177,271

貯蔵品 13,308 15,774

繰延税金資産 36,010 17,844

その他 365,260 142,588

貸倒引当金 △1,434 △742

流動資産合計 4,147,760 3,922,464

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 894,336 883,663

機械装置及び運搬具（純額） 248,015 215,627

工具、器具及び備品（純額） 37,898 32,411

タンクコンテナ（純額） 7,521,074 7,098,977

土地 1,898,963 2,195,963

建設仮勘定 － 210,744

有形固定資産合計 10,600,288 10,637,388

無形固定資産 96,567 138,088

投資その他の資産

繰延税金資産 5,757 6,706

その他 120,350 115,171

投資その他の資産合計 126,107 121,878

固定資産合計 10,822,963 10,897,355

繰延資産

社債発行費 1,054 76

繰延資産合計 1,054 76

資産合計 14,971,777 14,819,896
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当連結会計年度
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 770,001 772,906

短期借入金 64,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 1,306,500 1,191,660

1年内償還予定の社債 70,000 30,000

リース債務 254,629 267,913

未払法人税等 405,082 167,785

繰延税金負債 8,450 6,193

賞与引当金 24,230 24,834

その他 353,801 303,381

流動負債合計 3,256,695 2,884,675

固定負債

社債 30,000 －

長期借入金 3,621,775 3,258,560

リース債務 1,503,450 1,473,819

繰延税金負債 34,735 14,329

退職給付に係る負債 84,450 92,752

その他 85,098 52,963

固定負債合計 5,359,510 4,892,424

負債合計 8,616,206 7,777,099

純資産の部

株主資本

資本金 600,440 600,440

資本剰余金 526,599 526,599

利益剰余金 5,156,915 5,896,007

自己株式 △384 △384

株主資本合計 6,283,571 7,022,662

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △736 △980

為替換算調整勘定 72,736 21,113

その他の包括利益累計額合計 72,000 20,133

純資産合計 6,355,571 7,042,796

負債純資産合計 14,971,777 14,819,896
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年１月１日
　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 11,001,454 10,494,651

売上原価 7,604,120 7,475,461

売上総利益 3,397,334 3,019,189

販売費及び一般管理費 1,285,500 1,302,619

営業利益 2,111,833 1,716,570

営業外収益

受取利息 1,390 2,447

為替差益 103,706 －

受取家賃 5,315 6,308

受取保険金 12,958 8,661

受取補償金 776 6,554

補助金収入 3,510 3,628

その他 2,322 2,881

営業外収益合計 129,981 30,482

営業外費用

支払利息 169,962 115,826

社債発行費償却 1,696 977

デリバティブ評価損 48,134 －

デリバティブ解約損 29,751 33,326

為替差損 － 5,655

その他 8,727 8,139

営業外費用合計 258,271 163,926

経常利益 1,983,543 1,583,126

特別利益

固定資産売却益 － 2,563

特別利益合計 － 2,563

特別損失

固定資産売却損 714 －

固定資産除却損 3,341 7,436

特別損失合計 4,056 7,436

税金等調整前当期純利益 1,979,486 1,578,253

法人税、住民税及び事業税 695,922 504,694

法人税等調整額 △17,294 △6,066

法人税等合計 678,627 498,628

当期純利益 1,300,858 1,079,625

親会社株主に帰属する当期純利益 1,300,858 1,079,625
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年１月１日
　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当期純利益 1,300,858 1,079,625

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △175 △243

為替換算調整勘定 △66,373 △51,623

その他の包括利益合計 △66,549 △51,866

包括利益 1,234,309 1,027,758

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,234,309 1,027,758

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 600,440 526,599 4,209,690 △282 5,336,447

当期変動額

剰余金の配当 △353,633 △353,633

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,300,858 1,300,858

自己株式の取得 △101 △101

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 947,225 △101 947,123

当期末残高 600,440 526,599 5,156,915 △384 6,283,571

その他の包括利益累計額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △560 139,110 138,549 5,474,997

当期変動額

剰余金の配当 △353,633

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,300,858

自己株式の取得 △101

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△175 △66,373 △66,549 △66,549

当期変動額合計 △175 △66,373 △66,549 880,574

当期末残高 △736 72,736 72,000 6,355,571
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当連結会計年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 600,440 526,599 5,156,915 △384 6,283,571

当期変動額

剰余金の配当 △340,534 △340,534

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,079,625 1,079,625

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 739,091 － 739,091

当期末残高 600,440 526,599 5,896,007 △384 7,022,662

その他の包括利益累計額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △736 72,736 72,000 6,355,571

当期変動額

剰余金の配当 △340,534

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,079,625

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△243 △51,623 △51,866 △51,866

当期変動額合計 △243 △51,623 △51,866 687,224

当期末残高 △980 21,113 20,133 7,042,796
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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27年１月１日
　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日

　 至 平成28年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,979,486 1,578,253

減価償却費 803,390 864,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） 675 △581

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,341 1,219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10,842 8,302

受取利息 △1,390 △2,447

支払利息 169,962 115,826

社債発行費償却 1,696 977

為替差損益（△は益） △994 27,354

デリバティブ評価損益（△は益） 48,134 －

デリバティブ解約損 29,751 33,326

有形固定資産売却損益（△は益） 714 △2,563

有形固定資産除却損 3,341 7,436

売上債権の増減額（△は増加） △187,238 △6,894

仕入債務の増減額（△は減少） 70,914 22,796

その他 △29,053 159,638

小計 2,901,575 2,807,377

利息の受取額 1,394 2,447

利息の支払額 △172,992 △116,296

法人税等の支払額 △668,436 △747,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,061,541 1,945,959

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） 361 △120

有形固定資産の取得による支出 △697,413 △630,977

有形固定資産の売却による収入 3,863 3,359

無形固定資産の取得による支出 △5,495 △54,034

敷金及び保証金の差入による支出 △658 △560

敷金及び保証金の回収による収入 1,418 3,228

その他 △30 600

投資活動によるキャッシュ・フロー △697,954 △678,505
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年１月１日
　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日

　 至 平成28年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 500,000 780,000

短期借入金の返済による支出 △526,000 △724,000

長期借入れによる収入 1,685,000 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,114,293 △2,511,381

社債の償還による支出 △130,000 △70,000

リース債務の返済による支出 △212,476 △276,538

配当金の支払額 △353,448 △340,446

その他 △35,209 △34,039

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,186,427 △1,176,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,582 △52,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,576 38,782

現金及び現金同等物の期首残高 2,385,114 2,525,690

現金及び現金同等物の期末残高 2,525,690 2,564,473
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１. 連結の範囲に関する事項

子会社は、すべて連結しております。

連結子会社の数 ６社

連結子会社の名称

NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD.

NIPPON CONCEPT MALAYSIA SDN. BHD.

EURO-CONCEPT B.V.

NICHICON EUROPE B.V.

NICHICON UK LIMITED.

NIPPON CONCEPT AMERICA, LLC.

２. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

② デリバティブ取引により生じる債権及び債務

時価法

③ たな卸資産

貯蔵品

消耗品等：最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）

タンクコンテナ（貯蔵品）：個別法による原価法（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）

(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)

建物及び構築物（建物附属設備を除く）、工具、器具及び備品、タンクコンテナは定額法、それ以外につ

いては定率法によっております。

　ただし、当社の平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備は、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す。

建物及び構築物 ：５～50年

機械装置及び運搬具：２～17年

工具、器具及び備品：２～20年

タンクコンテナ ：４～20年
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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エアについては、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。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は残価保証額）とする定

額法を採用しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上し

ております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6) 重要な収益及び費用の計上基準

売上のうち海上輸送を伴う売上は、入港日を計上基準としております。

なお、アジア域内及び欧州域内の輸送については渡航日数が短期間であることを鑑み、出港日を計上基準

としております。

(7) 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、在外子会社等の資産及び負債は、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おります。

(8) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、会計上の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

金利スワップ 借入金の利息

③ ヘッジ方針

社内規程に基づき、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。

(9) 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的な投資であります。
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(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等については、期間費用として処理しております。

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平

成25年９月13日）等を、当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主

持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務

諸表の組替えを行っております。

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備に係

る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更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)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、

前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた5,833千円

は、「補助金収入」3,510千円、「その他」2,322千円として組み替えております。
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(デリバティブ取引関係)

１.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(平成27年12月31日)

該当事項はありません。
　
当連結会計年度(平成28年12月31日)

該当事項はありません。

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成27年12月31日)

該当事項はありません。
　

当連結会計年度(平成28年12月31日)

該当事項はありません。
　

(2) 金利関連

前連結会計年度(平成27年12月31日)

（単位：千円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額
契約額のうち

１年超
時 価

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
受取変動・
支払固定

長期借入金 1,832,555 1,398,695 （注）

合 計 1,832,555 1,398,695 －

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

当連結会計年度(平成28年12月31日)

　（単位：千円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額
契約額のうち

１年超
時 価

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
受取変動・
支払固定

長期借入金 435,200 297,800 （注）

合 計 435,200 297,800 －

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループの事業は、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び附帯業務の単一事業であるため、記載

を省略しております。

(関連情報)

前連結会計年度(自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高

（単位：千円）

日本
アジア

欧州 その他 合計
うちシンガポール

6,088,603 2,958,863 1,214,606 1,259,801 694,186 11,001,454

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Infineum International Ltd. 1,166,946 国際複合一貫輸送事業

（注）売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しております。
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当連結会計年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高

（単位：千円）

日本
アジア

欧州 その他 合計
うちシンガポール

6,277,850 2,662,451 1,079,267 1,056,909 497,439 10,494,651

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Infineum International Ltd. 1,167,633 国際複合一貫輸送事業

（注）売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しております。

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

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27年１月１日
　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

１株当たり純資産額 485.25円

１株当たり当期純利益金額 99.32円

１株当たり純資産額 537.72円

１株当たり当期純利益金額 82.43円

(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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益金額」を算定

しております。

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項 目
前連結会計年度末
(平成27年12月31日)

当連結会計年度末
(平成28年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,355,571 7,042,796

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) 6,355,571 7,042,796

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) 13,097,463 13,097,463

４ 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。

項 目
前連結会計年度

(自 平成27年１月１日
　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,300,858 1,079,625

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,300,858 1,079,625

普通株式の期中平均株式数(株) 13,097,504 13,097,463

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注実績

該当事項はありません。

　

(3) 仕入実績

仕入内容は、主に海上及び陸上運送費用、作業料、倉庫料などの外注費であります。仕入金額は、連結損益計算

書の売上原価に相当する金額であります。

当連結会計年度における仕入実績は次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

国際複合一貫輸送事業 7,475,461 98.3

合 計 7,475,461 98.3

(注) １ 当社及び連結子会社の事業は、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び附帯業務の単一事業で

あります。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(4) 販売実績

当連結会計年度における輸送形態別の販売実績は次のとおりであります。

輸送形態別

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

輸 出 売 上 4,123,474 94.5

輸 入 売 上 3,323,362 93.3

三 国 間 売 上 898,647 84.1

国 内 輸 送 等 売 上 1,908,689 114.1

そ の 他 240,477 71.9

合 計 10,494,651 95.4

(注) １ 「輸出売上」「輸入売上」「三国間売上」「国内輸送等売上」「その他」は、輸送経路による区分であ

ります。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

国際複合一貫輸送事業 10,494,651 95.4

合 計 10,494,651 95.4

(注) １ 当社及び連結子会社の事業は、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び附帯業務の単一事業で

あります。

２ 最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通り

であります。相手先別の売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しておりま

す。

相手先

前連結会計年度
(自 平成27年１月１日
至 平成27年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

Infineum International Ltd. 1,166,946 10.6 1,167,633 11.1

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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