
第55回 定時株主総会
インターネット開示事項

上記書類は、法令及び当社定款の規程に基づき、当社ホームページに掲載する
ことにより、株主の皆様にご提供しているものです。

1. 連結注記表
2. 個別注記表



連結計算書類は｢会社計算規則｣（平成18年2月7日 法務省令第13号）に基づき作成しております。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 ……………………………………………121社
　 　 　主要な連結子会社の名称は｢1.企業集団の現況に関する事項（7）重要な親会社及び子会社の状況②重要な子会社の状況｣に記載しているため省略しております。
　　　（新規）：36社 James J. Boyle & Co.及びその連結子会社９社　（株式取得による）
   CDS Freight Holding Limited及びその連結子会社18社　（株式取得による）
   Mars Lojistik Grup Anonim Sirketi及びその連結子会社４社　（株式取得による）
   PT. Hitachi Transport System Indonesia　（新規設立による）
   VIA Trans Co., Ltd　（株式の追加取得による）
　　　（除外）：4社 株式会社バンテックウエスト　（吸収合併による）
   台湾日立国際物流股份有限公司　（吸収合併による）
   EM Transport Co., Ltd.　（清算による）
   Sunrise Integrated Services （Malaysia） Sdn.Bhd.　（清算による）

（2）非連結子会社 ………………………………………………該当はありません。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の関連会社数 …………………………………10社
　 　 　主要な持分法適用の関連会社は、Manila International Freight Forwarders,Inc.であります。
　　　（新規）：１社 Bintang Freight Services And Supplies Sdn. Bhd （CDS Freight Holding Limitedが連結子会社となったことによる）
　　　（除外）：１社 VIA Trans Co., Ltd　（株式の追加取得による）

（2）持分法を適用しない非連結会社及び関連会社の名称等
　 　 　エヌ・エス・エー苅田株式会社は当期純損益（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計算書類に及ぼす影

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. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　 　 　連結子会社のうち28社については、決算日が12月31日となっておりますが、連結決算日での仮決算を行った計算書類に基づき連結計算書類を作成しております。

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
　　　満期保有目的の債券 ……………………償却原価法（定額法）
　　　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しております）
　　　　時価のないもの ………………………移動平均法に基づく原価法
　　②デリバティブ ……………………………時価法
　　③たな卸資産
　　　　 商品及び製品 ………………………… 主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております）
　　　　仕掛品………………………………… 主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております）
　　　　原材料及び貯蔵品 …………………… 主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております）

（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） ………………………………定額法
　　②無形固定資産（リース資産を除く） ………………………………定額法

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）に基づく定額法を採
用しております。
また、企業結合により識別された顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間（7年～20年）に
基づく定額法を採用しております。

　　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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前
のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
　　①貸倒引当金
　　　 　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。
　　②役員退職慰労引当金
　　　 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき当連結会計年度末要支給額を計上しております。
　　　 　なお、当社は、平成20年1月17日開催の当社報酬委員会において、役員退職慰労金の廃止を決定し、廃止に伴う打切り日（平成20年3月31日）までの在任期間

に対応する退職慰労金として、従来の役員退職慰労金規則に基づいて、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。
（4）退職給付に係る会計処理の方法
　　①退職給付見込額の期間帰属方法
　　　 　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　　②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　 　過去勤務費用はその発生時の従業員の平均残存勤務期間（9～16年）による定額法により、費用処理しております。
　　　 　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（9～25年）による定額法により、翌連結会計年度から費用処理しております。なお、当社及び一

部の連結子会社において、当連結会計年度末に年金資産の額が退職給付債務を上回るため、退職給付に係る資産として、投資その他の資産に計上しております。
（5）のれんの償却方法及び償却期間
　　20年間で均等償却を行っております。

（6）その他連結計算書類作成のための重要な事項
　　①重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　　　 　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、為替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、為替差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株
主持分に含めております。

　　②ヘッジ会計の処理
　　　 　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
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　　③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。

（会計方針の変更に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却方法の変更
　 　従来、当社及び一部の国内連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、不動産賃貸事業用資産及び建物（建物附属設備を除く）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を採用しておりましたが、当連結会計年度より不動産賃貸事業用資産及び建物（建物附属設備を除く）以外のその他の有形固定
資産の減価償却方法を定額法に変更しております。

　 　当社グループは、中期経営計画である2015年ビジョンの達成に向けた取組として、グローバルな生産体制へのシフト等に伴い国内生産・物量の平準化が進む主要
顧客の取り込みを進め、また、小売、生活関連分野の顧客の占める比率を拡大していくこととしており、当社グループが取り扱う物量の変動は低位となると見込んでお
ります。さらに、当社グループは同一業界の複数の顧客を対象に共同保管・共同配送を実施することで効率的な運営が可能となるプラットフォーム事業の拡大を推進
しており、設備の空室・陳腐化リスクの低減による、設備稼動の安定化を見込んでおります。これらのための国内における新規設備が、主に当連結会計年度に本格稼
働するため、当社及び一部の国内連結子会社の有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更することが使用実態をより適切に反映するとの判断に至りました。なお、
減価償却方法の変更に伴い、一部の有形固定資産について、除却時点の価値の検討に基づき残存価額を備忘価額とする見直しを行っております。

　 　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の減価償却費は265百万円増加し、営業利益は258百万円減少し、経常利益及び税金等調整前
当期純利益はそれぞれ265百万円減少しております。

2. 退職給付に関する会計基準等の適用
　 　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。）が平成25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度より
これらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認
識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しました。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から
給付算定式基準へ変更しました。

　 　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務から年金資産
の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給
付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

　 　この結果、当連結会計年度において、退職給付に係る負債が28,617百万円、退職給付に係る資産が2,423百万円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が3,816
百万円減少し、利益剰余金が2,446百万円減少しております。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

　 　なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産
 建物及び構築物 203百万円
 土地 688百万円
 担保に掛かる債務の金額 362百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 139,315百万円

3. 保証債務
（1）京浜地区運輸事業協同組合の銀行借入金 90百万円
（2）従業員の住宅融資金の銀行借入金等 0百万円

（連結損益計算書に関する注記）
1. 事業構造改革費用
　 　事業構造改革費用は、拠点移管及び統合に関する費用436百万円、及び特別退職金689百万円であります。

2. のれん償却額
　 　のれん償却額は、会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（最終改正平成23年１月12日　日本公認会計士協会）第32

項の規定に基づき、のれんを償却したものであります。

3. のれん減損損失
　 　（1）減損損失を計上した資産グループの概要

　 　（2）資産のグルーピングの方法
　　　 　のれんについて継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（セグメント別）に資産をグルーピングしております。
　 　（3）減損損失の計上に至った経緯
　　　 　連結子会社であるEternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 及びその連結子会社４社の収益計画を見直した結果、当初想定していた期間でのキャッシュ・

フロー見積額の総額が減少する見込となったことから、帳簿価額を使用価値まで減額し、減損損失を認識しております。なお、使用価値は将来キャッシュ・フロー
を13.0％で割り引いております。

　 　（4）減損損失の金額

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
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
 当連結会計年度（自　平成25年4月１日　　至　平成26年3月31日）

場　所 用　途 種　類
タイ　サムトプラカーン
Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 
及びその連結子会社4社

－ のれん

種　類 金額（百万円）
のれん 1,028

（注） 1 当連結会計年度増加自己株式数は単元未満株式の買取によるものであります。
 2 当連結会計年度減少自己株式数は単元未満株式の買増請求に応じたものであります。

当連結会計年度期首 株式数（株） 当連結会計年度 増加株式数（株） 当連結会計年度 減少株式数（株） 当連結会計年度末 株式数（株）
発行済株式
　普通株式 111,776,714 － － 111,776,714

合　計 111,776,714 － － 111,776,714
自己株式
　普通株式（注） 225,346 490 90 225,746

合　計 225,346 490 90 225,746
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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

（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
　 　当社グループは、資金運用については関係会社に対する預け金及び短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
　 　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
　 　また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
　 　借入金の使途は運転資金（主として長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　 　平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、並びに（3）預け金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）受取手形及び売掛金
　　　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

（4）投資有価証券
　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（5）支払手形及び買掛金、並びに（6）短期借入金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（7）長期借入金
　　　長期借入金の時価については、元利金の合計額を当該借入の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金

利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記（8）参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、当該借入の
残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっております。

（8）デリバティブ取引
　　①ヘッジ会計が適用されていないもの

これらの時価については、先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等によっております。
　　②ヘッジ会計が適用されているもの

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（上記（7）参照）。

（注2）非上場株式等（連結貸借対照表計上額980百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・ フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、 「（4）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

（1株当たり情報に関する注記）
1. 1株当たり純資産額 1,512円16銭

2. １株当たり当期純利益 48円70銭

3. 「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な措置に従っております。
　 この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が51円38銭減少しております。なお、当連結会計年度の1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

（＊1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（＊2）受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（単位：百万円）

決　議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
平成25年5月29日取締役会 普通株式 1,339百万円 12円 平成25年3月31日 平成25年6月7日
平成25年10月28日取締役会 普通株式 1,450百万円 13円 平成25年9月30日 平成25年11月27日

決　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
平成26年5月26日取締役会 普通株式 利益剰余金 1,450百万円 13円 平成26年3月31日 平成26年6月9日

連結貸借対照表
計上額（＊1） 時価（＊1） 差額

（1）現金及び預金 17,397 17,397 －
（2）受取手形及び売掛金 111,269
　　  貸倒引当金（＊2） △833

110,436 110,434 2
（3）預け金 16,597 16,597 －
（4）投資有価証券
　 その他有価証券 2,094 2,094 －

（5）支払手形及び買掛金 （50,072） （50,072） －
（6）短期借入金 （11,392） （11,392） －
（7）長期借入金 （65,471） （65,255） 216
（8）デリバティブ取引（＊3）
　①ヘッジ会計が適用されていないもの （11） （11） －
　②ヘッジ会計が適用されているもの － － －
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計算書類は「会社計算規則」（平成18年２月７日 法務省令第13号）に基づいて作成しております。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券
　　　満期保有目的の債券 ………………………………………………償却原価法（定額法）
　　　子会社株式及び関連会社株式 ……………………………………移動平均法に基づく原価法
　　　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しております）
　　　　時価のないもの …………………………………………………移動平均法に基づく原価法

（2）デリバティブ …………………………………………………………時価法
（3）たな卸資産 ……………………………………………………………移動平均法に基づく原価法
 （貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております）

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） ……………………………………定額法
（2）無形固定資産（リース資産を除く） ……………………………………定額法

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）に基づく定額法を採
用しております。

（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、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前
のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

（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。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間（12～18年）による定額法により、翌事業年度から費用処理しております。なお、当事業年
度末において認識すべき年金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した額を超過するため、前払年金費用として、投資その他の資産に計上し
ております。

（3）役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。なお、平成20年１月17日開催の報酬委員会において、役員退職慰労金の
廃止を決定し、廃止に伴う打切り日（平成20年３月31日）までの在任期間に対応する退職慰労金として、従来の役員退職慰労金規則に基づいて、当事業年度末におけ
る支給見込額を計上しております。

４．重要なヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

５．退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。

６．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。

（会計方針の変更に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却方法の変更
　従来、当社は、有形固定資産の減価償却方法について、不動産賃貸事業用資産及び建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定
率法を採用しておりましたが、当事業年度より不動産賃貸事業用資産及び建物（建物附属設備を除く）以外のその他の有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更して
おります。
　当社は、中期経営計画である2015年ビジョンの達成に向けた取組として、グローバルな生産体制へのシフト等に伴い国内生産・物量の平準化が進む主要顧客の取り込
みを進め、また、小売、生活関連分野の顧客の占める比率を拡大していくこととしており、当社が取り扱う物量の変動は低位となると見込んでおります。さらに、当社は同
一業界の複数の顧客を対象に共同保管・共同配送を実施することで効率的な運営が可能となるプラットフォーム事業の拡大を推進しており、設備の空室・陳腐化リスクの
低減による、設備稼動の安定化を見込んでおります。これらのための国内における新規設備が、主に当事業年度に本格稼働するため、当社の有形固定資産の減価償却方
法を定額法に変更することが使用実態をより適切に反映するとの判断に至りました。なお、減価償却方法の変更に伴い、一部の有形固定資産について、除却時点の価値の
検討に基づき残存価額を備忘価額とする見直しを行っております。
　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当事業年度の減価償却費は209百万円増加し、営業利益は202百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益はそ
れぞれ209百万円減少しております。

２．退職給付に関する会計基準等の適用
　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第25号　平成24年５月17日。）が平成25年４月１日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基準
等を適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しました。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算
方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
　この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が2,126百万円減少しております。なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微
であります。
　なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 75,220百万円

２．保証債務
　　 債務保証残高 472百万円

３．関係会社に対する金銭債権・債務の金額
　　 短期金銭債権 27,389百万円
　　 長期金銭債権 6,277百万円
　　 短期金銭債務 62,616百万円
　　 長期金銭債務 30,060百万円

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高

（1）営業取引
　　 売上高 18,990百万円
　　 営業費用 131,649百万円

（2）営業取引以外の取引高 1,448百万円

２．事業構造改革費用
　　 事業構造改革費用の内訳は、特別退職金であります。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（税効果会計に関する注記）
　繰延税金資産の主な内容は、未払賞与否認、退職給付引当金超過額、減価償却超過額等であります。
　なお、評価性引当額は、2,835百万円であります。
　また、繰延税金負債の内容は、固定資産圧縮積立金、資産除去債務に対応する除去費用、その他有価証券評価差額金であります。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産として車両運搬具と電子計算機等があります。

（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要株主等

取引条件ないし取引条件の決定方針等
①運送及び作業の受託については、国土交通省届出運賃、市場価格・総原価を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。
②資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
③資金の引出は、当社、㈱日立製作所の間で基本契約を締結しているものであります。利息については、市場金利を勘案して決定しております。

2. 兄弟会社等

取引条件ないし取引条件の決定方針等
①運送及び作業の受託については、国土交通省届出運賃、市場価格・総原価を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。
②リース取引については、市場価格・総原価を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。

（注） 1 当事業年度増加自己株式数は単元未満株式の買取によるものであります。
 2 当事業年度減少自己株式数は単元未満株式の買取請求に応じたものであります。

株式の種類 当事業年度期首 株式数（株） 当事業年度 増加株式数（株） 当事業年度 減少株式数（株） 当事業年度末 株式数（株）
普通株式（注） 225,346 490 90 225,746

属性 会社等
の名称 住所 資本金又は

出資金（百万円）
事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

親会社 ㈱日立製作所 東京都
千代田区 458,790

電子電気機械
器具等の製
造・販売

被所有
直接 53.3%
間接   5.7%

転籍 5人
兼任 2人

運送及び作業受
託、土地・倉庫等
の賃借、設備の購
入、日立グループ
会社間の資金集
中取引

運送及び
作業受託 13,707 売掛金 4,480

利息の支払 119

1年内返済
予定の関係会社

長期借入金
10,000

関係会社
長期借入金 30,000

資金の引出 7,804
預け金 13,033

利息の受取 18

属性 会社等
の名称 住所 資本金又は

出資金（百万円）
事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

親会社の
子会社 日立アプライアンス㈱ 東京都

港区 20,000
総合空調及び家
電製品の開発・
製造・販売

なし なし 運送及び作業受託、
土地・倉庫等の賃借

運送及び
作業受託 9,650 売掛金 3,350

親会社の
子会社 日立キャピタル㈱ 東京都

港区 9,983
業務用機器等の
クレジット・リース
販売

なし なし 倉庫・設備等のリース取引、
ファクタリング取引

リース取引 5,559 短期リース債務 1,498
利息の支払 91 長期リース債務 6,722
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３．子会社

取引条件ないし取引条件の決定方針等
①資金の預り・貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
②運送及び作業の委託については、国土交通省届出運賃、市場価格・総原価を勘案し、交渉のうえ決定しております。

（1株当たり情報に関する注記）
1. 1株当たり純資産額 1,062円46銭

2. １株当たり当期純利益 0円91銭

3. 「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。
　 この結果、当事業年度の１株当たり純資産額が、19円07銭減少しております。なお、当事業年度の１株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

属性 会社等
の名称 住所 資本金又は

出資金（百万円）
事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

子会社 東日本日立物流
サービス㈱

茨城県
日立市 100 自動車運送事業、

自動車運送取扱事業
所有
直接100.0%

転籍 3人
兼任 2人

運送及び作業委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

資金の預り 135
預り金 3,189

利息の支払 3

子会社 南関東日立物流
サービス㈱

神奈川県
横浜市
中区

100 自動車運送事業、
自動車運送取扱事業

所有
直接100.0%

転籍 3人
兼任 2人

運送及び作業委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

資金の預り 251
預り金 3,467

利息の支払 4

子会社 西日本日立物流
サービス㈱

大阪府
大阪市
此花区

200 自動車運送事業、
自動車運送取扱事業

所有
直接100.0%

転籍 3人
兼任 3人

運送及び作業委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

運送及び作業委託 26,024 買掛金 2,233

資金の預り 551
預り金 5,807

利息の支払 7

子会社 首都圏日立物流
サービス㈱

東京都
江東区 100 自動車運送事業、

自動車運送取扱事業
所有
直接100.0%

転籍 2人
兼任 2人

運送及び作業委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

資金の預り 293
預り金 4,164

利息の支払 5

子会社 関東日立物流
サービス㈱

埼玉県
さいたま市

大宮区
100 自動車運送事業、

自動車運送取扱事業
所有
直接100.0%

転籍 2人
兼任 2人

運送及び作業委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

運送及び
作業委託 22,134 買掛金 2,184

子会社 ㈱日立トラベル
ビューロー

東京都
江東区 100 各国航空会社の代理

店業、一般旅行業
所有
直接100.0%

転籍 1人
兼任 2人

海外渡航手配等委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

資金の預り 404
預り金 4,644

利息の支払 6

子会社 ㈱バンテック
神奈川県
川崎市
川崎区

3,874 自動車運送事業、
自動車運送取扱事業

所有
直接100.0%

転籍 2人
兼任 1人

運送及び作業委託、
当社グループ会社間
の資金集中取引

資金の貸付 410 短期
貸付金 7,360

利息の受取 31


