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ⅠⅠⅠⅠ----１１１１．．．．決算決算決算決算のののの状況状況状況状況

比比比比 率率率率金金金金 額額額額収益比収益比収益比収益比金金金金 額額額額収益比収益比収益比収益比金金金金 額額額額

------------9999....08080808----27272727....02020202
1111株当株当株当株当たりたりたりたり当期当期当期当期

純利益純利益純利益純利益（（（（円円円円））））

▲▲▲▲68.068.068.068.0%%%%▲▲▲▲3,5583,5583,5583,5581111....3333%%%%1111,,,,6716716716713333....8888%%%%5,2305,2305,2305,230当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

▲▲▲▲15.515.515.515.5%%%%▲▲▲▲1,4271,4271,4271,4275555....9999%%%%7777,,,,7677677677676.6.6.6.7777%%%%9,1949,1949,1949,194経常利益経常利益経常利益経常利益

▲▲▲▲15.715.715.715.7%%%%▲▲▲▲1,3301,3301,3301,3305555....4444%%%%7777,,,,1261261261266.6.6.6.1111%%%%8,4578,4578,4578,457営業利益営業利益営業利益営業利益

▲▲▲▲4444....3333%%%%▲▲▲▲5555,,,,860860860860100.0%100.0%100.0%100.0%131131131131,,,,871871871871100.0%100.0%100.0%100.0%137,732137,732137,732137,732営業収益営業収益営業収益営業収益

増増増増 減減減減平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期
区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

2

物流事業における、景気悪化の影響による荷動き不振に伴う、国際輸送収入と陸上
運送収入の大幅な減少により、減収

営業収益営業収益営業収益営業収益

不動産事業は増益であったものの、物流事業における取扱量の落ち込みに加え、新
規施設稼働に伴う費用負担があり、減益

営業利益営業利益営業利益営業利益

投資有価証券評価損などにより、減益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

営業利益減に加え、支払利息の増、道頓堀人道橋寄付金などにより、減益経常利益経常利益経常利益経常利益



ⅠⅠⅠⅠ----２２２２．．．．セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別営業収益営業収益営業収益営業収益

▲▲▲▲0.30.30.30.3%%%%▲▲▲▲3333333310101010,,,,30830830830810,34110,34110,34110,341⑤⑤⑤⑤不動産事業収入不動産事業収入不動産事業収入不動産事業収入

▲▲▲▲4.24.24.24.2%%%%▲▲▲▲1,6651,6651,6651,66537373737,,,,53153153153133339999,,,,196196196196④④④④陸上運送陸上運送陸上運送陸上運送ほかほかほかほか収入収入収入収入

▲▲▲▲12.112.112.112.1%%%%▲▲▲▲3,7993,7993,7993,79927272727,,,,63863863863833331111,,,,437437437437③③③③国際輸送収入国際輸送収入国際輸送収入国際輸送収入

▲▲▲▲4.44.44.44.4%%%%▲▲▲▲6,0446,0446,0446,044132132132132,,,,075075075075138138138138,,,,119119119119計計計計

▲▲▲▲0.30.30.30.3%%%%▲▲▲▲3333333310101010,,,,30830830830810,34110,34110,34110,341２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

▲▲▲▲4444....3333%%%%▲▲▲▲5,8605,8605,8605,860131131131131,,,,871871871871137137137137,,,,732732732732営業収益営業収益営業収益営業収益

47.347.347.347.3%%%%183183183183▲▲▲▲204204204204▲▲▲▲387387387387消去又消去又消去又消去又はははは全社全社全社全社

▲▲▲▲2.02.02.02.0%%%%▲▲▲▲74974974974937373737,,,,24024024024037,98937,98937,98937,989②②②②港湾運送収入港湾運送収入港湾運送収入港湾運送収入

1.11.11.11.1%%%%20320320320311119999,,,,35635635635619191919,1,1,1,153535353①①①①倉庫収入倉庫収入倉庫収入倉庫収入

▲▲▲▲4.74.74.74.7%%%%▲▲▲▲6,0106,0106,0106,010121121121121,,,,767767767767127,778127,778127,778127,778１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

増増増増 減減減減平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

3

子会社は不振であったものの、当社における前期稼働施設の通期貢献と南港東倉庫の新規稼働により
増収

①①①①倉庫収入倉庫収入倉庫収入倉庫収入

大阪 道頓堀再開発の一環として建設したキャナルテラス堀江の新規稼働や、既存ビルの賃料改定は

あったが、賃貸ビルにおいて一部テナントの退去があり、微減
⑤⑤⑤⑤不動産事業収入不動産事業収入不動産事業収入不動産事業収入

前期稼働の物流施設賃貸収入が寄与したものの、陸上運送が荷動き不振の影響を受け、減収④④④④陸上運送陸上運送陸上運送陸上運送ほかほかほかほか収入収入収入収入

下半期に入っての航空貨物輸送の激減や、円高による海外子会社の円換算での売上減により、減収③③③③国際輸送収入国際輸送収入国際輸送収入国際輸送収入

輸出入貨物およびコンテナの取扱量が、下半期に入り大幅に減少したため、減収②②②②港湾運送収入港湾運送収入港湾運送収入港湾運送収入



ⅠⅠⅠⅠ----３３３３．．．．セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別営業利益営業利益営業利益営業利益

▲▲▲▲6.16.16.16.1%%%%▲▲▲▲74774774774711,50111,50111,50111,50112,24912,24912,24912,249計計計計

5.35.35.35.3%%%%3043043043046666,,,,0000121212125,7085,7085,7085,708２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

▲▲▲▲15151515....7777%%%%▲▲▲▲1,3301,3301,3301,3307,1267,1267,1267,1268888,,,,457457457457営業営業営業営業利利利利益益益益

▲▲▲▲15.415.415.415.4%%%%▲▲▲▲582582582582▲▲▲▲4444,,,,333374747474▲▲▲▲3333,,,,791791791791消去又消去又消去又消去又はははは全社全社全社全社

▲▲▲▲16.116.116.116.1%%%%▲▲▲▲1,0521,0521,0521,0525,4885,4885,4885,4886,5406,5406,5406,540１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

増増増増 減減減減平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

4

減価償却費等、間接費用の減少により、増益不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

当社単体では、浦安倉庫の採算改善はあったが、新規稼働の南港東倉庫に係る一
時費用や減価償却費の増に加え、航空貨物輸送の不振もあり、減益

また、国内外子会社も景気悪化による荷動き減の影響を受け、減益

物流事業物流事業物流事業物流事業



ⅠⅠⅠⅠ----４４４４．．．．財政状態財政状態財政状態財政状態

----46464646....3333%%%%55550000....1111%%%%自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率

▲▲▲▲68686868....82828282円円円円560560560560....96969696円円円円629629629629....78787878円円円円1111株当株当株当株当たりたりたりたり純資産純資産純資産純資産

（（（（▲▲▲▲136136136136））））（（（（4444,,,,000081818181））））（（（（4444,,,,217217217217））））（（（（うちうちうちうち少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分））））

▲▲▲▲20,49120,49120,49120,491111104040404,,,,221221221221111124242424,,,,712712712712純純純純 資資資資 産産産産

▲▲▲▲3,8033,8033,8033,803111111111111,,,,876876876876111115151515,,,,679679679679負負負負 債債債債

▲▲▲▲24,29424,29424,29424,294216216216216,,,,097097097097222240404040,,,,392392392392総総総総 資資資資 産産産産

増増増増 減減減減 額額額額平成平成平成平成21212121年年年年3333月期末月期末月期末月期末平成平成平成平成20202020年年年年3333月期末月期末月期末月期末区区区区 分分分分

自己株式の取得、その他有価証券評価差額金の減などにより、減少純純純純 資資資資 産産産産

借入金が増加したが、投資有価証券の時価下落による繰延税金負債が減少したため、
減少負負負負 債債債債

投資有価証券が、時価下落により減少したこと等により、減少総総総総 資資資資 産産産産

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

5



ⅠⅠⅠⅠ----５５５５．．．．キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフローのののの状況状況状況状況

2222,,,,95095095095011114444,,,,66966966966911111111,,,,718718718718現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高期末残高期末残高期末残高

2222,,,,6416416416413,2073,2073,2073,207565565565565財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるＣＦＣＦＣＦＣＦ

2,9252,9252,9252,925▲▲▲▲10101010,,,,037037037037▲▲▲▲12121212,,,,962962962962投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるＣＦＣＦＣＦＣＦ

79179179179110101010,,,,6186186186189999,,,,826826826826営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるＣＦＣＦＣＦＣＦ

増増増増 減減減減 額額額額平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期区区区区 分分分分

短期借入金の返済により支出が増加したものの、長短借入金の増などによ
り増加

財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるＣＦＣＦＣＦＣＦ

有形固定資産の取得が前期に比べ減少したため、支出額が減少投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるＣＦＣＦＣＦＣＦ

税金等調整前当期純利益と減価償却による内部留保等により増加営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるＣＦＣＦＣＦＣＦ

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

6



ⅠⅠⅠⅠ----６６６６．．．．セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資額別設備投資額別設備投資額別設備投資額・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

▲▲▲▲7,1787,1787,1787,1784,8174,8174,8174,81711,99511,99511,99511,995１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

8,1068,1068,1068,106

210210210210

7,8957,8957,8957,895

3,0783,0783,0783,078

平成平成平成平成21212121年年年年3333月月月月期期期期

▲▲▲▲4,7754,7754,7754,77512,67112,67112,67112,671計計計計

2222,,,,402402402402675675675675２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

▲▲▲▲5,1005,1005,1005,10013,20613,20613,20613,206連連連連 結結結結

▲▲▲▲324324324324534534534534３３３３．．．．全社全社全社全社

増増増増 減減減減 額額額額平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額

6,4916,4916,4916,491

305305305305

6,1866,1866,1866,186

1,9701,9701,9701,970

4,2154,2154,2154,215

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

11111111....6666%%%%6426426426425,5435,5435,5435,543計計計計

▲▲▲▲6666....3333%%%%▲▲▲▲1321321321322,1032,1032,1032,103２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

13131313....7777%%%%7837837837835,7085,7085,7085,708連連連連 結結結結

85858585....4444%%%%140140140140164164164164３３３３．．．．全社全社全社全社

22222222....5555%%%%7757757757753,4403,4403,4403,440１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

増増増増 減減減減平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期区区区区 分分分分

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円
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ⅠⅠⅠⅠ----７７７７．．．．主主主主なななな設備投資案件設備投資案件設備投資案件設備投資案件

４４４４億円億円億円億円
ツインビルツインビルツインビルツインビル東館西館防災設備更新東館西館防災設備更新東館西館防災設備更新東館西館防災設備更新（（（（東京都中央区東京都中央区東京都中央区東京都中央区））））
工 期：平成２０年９月～平成２１年１０月

設備投資額：７億円

２４２４２４２４億円億円億円億円
北浜借地権付建物購入北浜借地権付建物購入北浜借地権付建物購入北浜借地権付建物購入（（（（大阪市中央区大阪市中央区大阪市中央区大阪市中央区））））
時 期：平成２１年１月

設備投資額：３１億円

不
動
産
事
業

不
動
産
事
業

不
動
産
事
業

不
動
産
事
業

２２２２億円億円億円億円

キャナルテラスキャナルテラスキャナルテラスキャナルテラス堀江堀江堀江堀江建設工事建設工事建設工事建設工事（（（（大阪市西区大阪市西区大阪市西区大阪市西区））））
工 期：平成１９年８月～平成２１年１月

設備投資額：４億円

構造・面積：鉄骨造２階建、延床面積１，６６４㎡（５０３坪）

１１１１億円億円億円億円
次期情報次期情報次期情報次期情報システムシステムシステムシステム開発費用開発費用開発費用開発費用
時 期：平成１７年４月～平成２０年１２月

設備投資額：１４億円

全
社
全
社
全
社
全
社

３３３３億円億円億円億円

中国上海倉庫建設中国上海倉庫建設中国上海倉庫建設中国上海倉庫建設工事工事工事工事
工 期：平成１９年７月～平成２０年４月

設備投資額：１７億円

構造・面積：鉄筋コンクリート造３階建、延床面積３７，７３０㎡（１１，４１３坪）

２３２３２３２３億円億円億円億円

南港南港南港南港東東東東倉庫建設工事倉庫建設工事倉庫建設工事倉庫建設工事（（（（大阪市住之江区大阪市住之江区大阪市住之江区大阪市住之江区））））
工 期：平成１９年３月～平成２０年５月

設備投資額：７８億円

構造・面積：（物流センター）鉄筋コンクリート造３階建、

延床面積４７，７６９㎡（１４，４５０坪）

（併 設 倉 庫） 鉄筋コンクリート造４階建、

延床面積１６，６３８㎡（５，０３３坪）

＊「ＣＡＳＢＥＥー大阪」でＡランク取得

＊太陽光発電システムを設置（発電容量３００ｋｗと物流施設としては国内最大規模）

物
流
事
業

物
流
事
業

物
流
事
業

物
流
事
業

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

実実実実 績績績績
区区区区 分分分分
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Ⅱ.平成22年3月期決算予想
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ⅡⅡⅡⅡ----１１１１．．．．業績業績業績業績のののの次期予想次期予想次期予想次期予想

比比比比 率率率率金金金金 額額額額収益比収益比収益比収益比金金金金 額額額額収益比収益比収益比収益比金金金金 額額額額

------------19191919....62626262----9999....00008888
1111株当株当株当株当たりたりたりたり当期当期当期当期

純利益純利益純利益純利益（（（（円円円円））））

109109109109....4444%%%%1,8281,8281,8281,8282222....9999%%%%3333,,,,5555000000001111....0000%%%%1111,,,,671671671671当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

▲▲▲▲15151515....0000%%%%▲▲▲▲1,1671,1671,1671,1675555....5555%%%%6666,,,,6666000000005555....9999%%%%7777,,,,767767767767経常利益経常利益経常利益経常利益

▲▲▲▲11111111....6666%%%%▲▲▲▲8268268268265555....3333%%%%6666,,,,3333000000005555....4444%%%%7777,,,,126126126126営業利益営業利益営業利益営業利益

▲▲▲▲9.89.89.89.8%%%%▲▲▲▲12,87112,87112,87112,871100.0%100.0%100.0%100.0%111119191919,000,000,000,000100.0%100.0%100.0%100.0%111131313131,,,,871871871871営業収益営業収益営業収益営業収益

増増増増 減減減減平成平成平成平成22222222年年年年3333月期予想月期予想月期予想月期予想平成平成平成平成21212121年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績
区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

10

物流事業では、大阪 南港東倉庫に係る一時費用はなくなるが、荷動きの低迷が見込ま

れ、不動産事業では、借地料などの間接費用が増加するため、減益
営業利益営業利益営業利益営業利益

支払利息の増加等、金融収支の悪化を見込み、減益を予想経常利益経常利益経常利益経常利益

物流事業において、荷動きは引き続き低迷すると見られるため、減収を予想営業収益営業収益営業収益営業収益



ⅡⅡⅡⅡ----２２２２．．．．セグメントセグメントセグメントセグメント別営業収益別営業収益別営業収益別営業収益・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの次期予想次期予想次期予想次期予想

▲▲▲▲9999....7777%%%%▲▲▲▲12,87512,87512,87512,875119,200119,200119,200119,200132,075132,075132,075132,075計計計計

▲▲▲▲1.11.11.11.1%%%%▲▲▲▲10810810810810,20010,20010,20010,20010,30810,30810,30810,308２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

▲▲▲▲9.89.89.89.8%%%%▲▲▲▲12,87112,87112,87112,871119,000119,000119,000119,000131,871131,871131,871131,871営業収益営業収益営業収益営業収益

2.12.12.12.1%%%%4444▲▲▲▲200200200200▲▲▲▲204204204204消去又消去又消去又消去又はははは全社全社全社全社

▲▲▲▲10101010....5555%%%%▲▲▲▲12,76712,76712,76712,767109,000109,000109,000109,000121,767121,767121,767121,767１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

増増増増 減減減減
平成平成平成平成22222222年年年年3333月期月期月期月期

予予予予 想想想想

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

実実実実 績績績績
区区区区 分分分分

営業収益営業収益営業収益営業収益

▲▲▲▲4.44.44.44.4%%%%▲▲▲▲50150150150111,00011,00011,00011,00011,50111,50111,50111,501計計計計

▲▲▲▲2.72.72.72.7%%%%▲▲▲▲1621621621625,8505,8505,8505,8506,0126,0126,0126,012２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

▲▲▲▲11111111....6666%%%%▲▲▲▲8268268268266,3006,3006,3006,3007,1267,1267,1267,126営業営業営業営業利益利益利益利益

▲▲▲▲7777....4444%%%%▲▲▲▲325325325325▲▲▲▲4,7004,7004,7004,700▲▲▲▲4,3744,3744,3744,374消去又消去又消去又消去又はははは全社全社全社全社

▲▲▲▲6666....2222%%%%▲▲▲▲3383383383385,1505,1505,1505,1505,4885,4885,4885,488１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

増増増増 減減減減
平成平成平成平成22222222年年年年3333月期月期月期月期

予予予予 想想想想

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

実実実実 績績績績
区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

営業利益営業利益営業利益営業利益 単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円
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ⅡⅡⅡⅡ----３３３３．．．．セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資額別設備投資額別設備投資額別設備投資額・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費のののの次期予想次期予想次期予想次期予想

▲▲▲▲1,5171,5171,5171,5173,3003,3003,3003,3004,8174,8174,8174,817１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

7,8007,8007,8007,800

100100100100

7,7007,7007,7007,700

4,4004,4004,4004,400

平成平成平成平成22222222年年年年3333月月月月期期期期

予予予予 想想想想

▲▲▲▲1951951951957,8957,8957,8957,895計計計計

1111,,,,3213213213213,0783,0783,0783,078２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

▲▲▲▲3063063063068,1068,1068,1068,106連連連連 結結結結

▲▲▲▲110110110110210210210210３３３３．．．．全社全社全社全社

増増増増 減減減減 額額額額
平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

実実実実 績績績績
区区区区 分分分分

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額

6,6006,6006,6006,600

600600600600

6,0006,0006,0006,000

1,9001,9001,9001,900

4,1004,1004,1004,100

平成平成平成平成22222222年年年年3333月期月期月期月期

予予予予 想想想想

▲▲▲▲3333....0000%%%%▲▲▲▲1861861861866,1866,1866,1866,186計計計計

▲▲▲▲3333....6666%%%%▲▲▲▲707070701,9701,9701,9701,970２２２２．．．．不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

1111....7777%%%%1081081081086,4916,4916,4916,491連連連連 結結結結

96969696....3333%%%%294294294294305305305305３３３３．．．．全社全社全社全社

▲▲▲▲2222....7777%%%%▲▲▲▲1151151151154,2154,2154,2154,215１１１１．．．．物流事業物流事業物流事業物流事業

増増増増 減減減減
平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

実実実実 績績績績
区区区区 分分分分

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円
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ⅡⅡⅡⅡ----４４４４．．．．主主主主なななな設備投資案件設備投資案件設備投資案件設備投資案件

２５２５２５２５億円億円億円億円道頓堀道頓堀道頓堀道頓堀ＡＡＡＡ地区複合施設建設工事地区複合施設建設工事地区複合施設建設工事地区複合施設建設工事（（（（大阪市西区大阪市西区大阪市西区大阪市西区））））
工 期：平成２１年～平成２４年

１６１６１６１６億円億円億円億円
北浜北浜北浜北浜オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビル建設工事建設工事建設工事建設工事（（（（大阪市中央区大阪市中央区大阪市中央区大阪市中央区））））
工 期：平成２１年～平成２３年

設備投資額：４７億円

３３３３億円億円億円億円
ツインビルツインビルツインビルツインビル東館西館防災設備更新東館西館防災設備更新東館西館防災設備更新東館西館防災設備更新（（（（東京都中央区東京都中央区東京都中央区東京都中央区））））
工 期：平成２０年９月～平成２１年１０月

設備投資額：７億円

不
動
産
事
業

不
動
産
事
業

不
動
産
事
業

不
動
産
事
業

２０２０２０２０億円億円億円億円

（（（（仮称仮称仮称仮称））））羽生羽生羽生羽生アーカイブセンターアーカイブセンターアーカイブセンターアーカイブセンター建設工事建設工事建設工事建設工事（（（（埼玉県羽生市埼玉県羽生市埼玉県羽生市埼玉県羽生市））））
工 期：平成２１年～平成２２年

設備投資額：４４億円

構造・面積：鉄筋コンクリート造４階建

物
流
事
業

物
流
事
業

物
流
事
業

物
流
事
業

平成平成平成平成22222222年年年年3333月期月期月期月期

予予予予 想想想想
区区区区 分分分分

13



Ⅲ.中期経営計画について

14



強強強強みをみをみをみを融合融合融合融合したしたしたした
最適最適最適最適ソリューションソリューションソリューションソリューション

のののの提供提供提供提供

海外海外海外海外ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの
拡充拡充拡充拡充

保有資産保有資産保有資産保有資産のののの
最適活用最適活用最適活用最適活用

経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの
強化及強化及強化及強化及びびびび

株主還元株主還元株主還元株主還元のののの充実充実充実充実

住友倉庫住友倉庫住友倉庫住友倉庫グループグループグループグループ重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略住友倉庫住友倉庫住友倉庫住友倉庫グループグループグループグループ重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略

15

・・・・他社他社他社他社とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化

・・・・情報情報情報情報システムシステムシステムシステムへのへのへのへの投資投資投資投資

・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスのののの強化強化強化強化

・・・・株主還元株主還元株主還元株主還元のののの充実充実充実充実

全全全全
社社社社

・・・・既存再開発事業既存再開発事業既存再開発事業既存再開発事業のののの推進推進推進推進

・・・・新規開発案件新規開発案件新規開発案件新規開発案件のののの拡大拡大拡大拡大

不不不不
動動動動
産産産産

・・・・営業体制営業体制営業体制営業体制のののの強化強化強化強化

・・・・倉庫事業倉庫事業倉庫事業倉庫事業におけるにおけるにおけるにおける関東地区関東地区関東地区関東地区

へのへのへのへの投資投資投資投資

・・・・配送配送配送配送センターセンターセンターセンター業務業務業務業務のののの強化強化強化強化

・・・・港湾運送事業港湾運送事業港湾運送事業港湾運送事業のののの拡大拡大拡大拡大

・・・・中国中国中国中国・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアのののの拡大拡大拡大拡大

物物物物
流流流流

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１．．．．中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」

■重点戦略は堅持 ■数値目標は見直し



ⅢⅢⅢⅢ----２２２２．．．．中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（物流物流物流物流①①①①））））

16

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

・営業組織再編
（荷主別組織に再編）

・遠州ﾄﾗｯｸ子会社化

・ﾕﾆｵﾝ・ｻｰﾋﾞｼｽﾞ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

及び住倉ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ子会社化

（ﾗｰﾋﾞｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの対応）

・ｵﾑﾛﾝ住倉ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ設立
・浦安倉庫稼働
・羽生ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ第三期倉庫稼働
・南本牧倉庫稼働
・掛川倉庫稼働（遠州ﾄﾗｯｸへ賃貸）

・南港東倉庫稼働

・ﾗｰﾋﾞｸﾞ・ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ・

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ設立

・住友倉儲（中国）
上海倉庫稼働

住友倉儲（中国）上海倉庫

南港東倉庫南本牧倉庫浦安倉庫

ジェッダ港（Saudi Ports Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ提供）

国国国国 内内内内

海海海海 外外外外

・ﾗｰﾋﾞｸﾞ・ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ・
ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本格稼働



ⅢⅢⅢⅢ----２２２２．．．．中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（物流物流物流物流②②②②））））

17

物流事業物流事業物流事業物流事業
121,767121,767121,767121,767

百万円百万円百万円百万円

物流事業物流事業物流事業物流事業
96,81496,81496,81496,814
百万円百万円百万円百万円

平成平成平成平成18181818年年年年3333月期月期月期月期 平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

倉庫業倉庫業倉庫業倉庫業

19,35619,35619,35619,356
（（（（16161616％）％）％）％）

港湾運送業港湾運送業港湾運送業港湾運送業

37,24037,24037,24037,240
（（（（30303030％）％）％）％）

国際輸送業国際輸送業国際輸送業国際輸送業

27,63827,63827,63827,638
（（（（23232323％）％）％）％）

陸上運送業陸上運送業陸上運送業陸上運送業ほかほかほかほか

37,53137,53137,53137,531
（（（（31313131％）％）％）％）

倉庫業倉庫業倉庫業倉庫業

13,46813,46813,46813,468
（（（（14141414％）％）％）％）

国際輸送業国際輸送業国際輸送業国際輸送業

25,59725,59725,59725,597
（（（（27272727％）％）％）％）

陸上運送業陸上運送業陸上運送業陸上運送業ほかほかほかほか

22,50022,50022,50022,500
（（（（23232323％）％）％）％）

港湾運送業港湾運送業港湾運送業港湾運送業

35,24835,24835,24835,248
（（（（36363636％）％）％）％）

各部門各部門各部門各部門ともともともとも収益収益収益収益はははは着実着実着実着実にににに増加増加増加増加
遠州遠州遠州遠州トラックトラックトラックトラックのののの買収等買収等買収等買収等によりによりによりにより、、、、総合物流業総合物流業総合物流業総合物流業としてのとしてのとしてのとしての収益構造収益構造収益構造収益構造もももも改善改善改善改善

セグメントセグメントセグメントセグメント別営業収益別営業収益別営業収益別営業収益 物流事業物流事業物流事業物流事業



ⅢⅢⅢⅢ----２２２２．．．．中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（物流物流物流物流③③③③））））

18

▲▲▲▲72727272 （（（（▲▲▲▲1%1%1%1%））））
<17.4<17.4<17.4<17.4百万百万百万百万RMBRMBRMBRMB（（（（+5+5+5+5％）％）％）％）>>>>

+904+904+904+904 （（（（+17%+17%+17%+17%））））
<22.2<22.2<22.2<22.2百万百万百万百万RMBRMBRMBRMB（（（（+6+6+6+6％）％）％）％）>>>>

5,2125,2125,2125,212
<391.4<391.4<391.4<391.4百万百万百万百万RMBRMBRMBRMB>>>>

6,186,186,186,188888
<396.2<396.2<396.2<396.2百万百万百万百万RMBRMBRMBRMB>>>>

中国現法売上高中国現法売上高中国現法売上高中国現法売上高

5,2845,2845,2845,284
<374.0<374.0<374.0<374.0百万百万百万百万RMBRMBRMBRMB>>>>

11,25711,25711,25711,25711,36111,36111,36111,361

7,8877,8877,8877,8878,4298,4298,4298,429

+1,038 +1,038 +1,038 +1,038 （（（（+20+20+20+20%%%%））））

6,1316,1316,1316,131

+1,249 +1,249 +1,249 +1,249 （（（（+12%)+12%)+12%)+12%)

+2,827 +2,827 +2,827 +2,827 （（（（++++56565656%%%%））））

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

+3,369+3,369+3,369+3,369 （（（（+67%+67%+67%+67%））））

注力注力注力注力４４４４荷主荷主荷主荷主グループグループグループグループ

向向向向けけけけ売上高売上高売上高売上高（（（（単体単体単体単体））））

5,0605,0605,0605,060

営業組織再編営業組織再編営業組織再編営業組織再編とととと

既存荷主既存荷主既存荷主既存荷主のののの深堀深堀深堀深堀りりりり営業営業営業営業

+1,353 +1,353 +1,353 +1,353 （（（（+14%+14%+14%+14%））））

コンテナコンテナコンテナコンテナ荷捌荷捌荷捌荷捌

売上高売上高売上高売上高（（（（単体単体単体単体））））

10,00810,00810,00810,008
港湾運送事業港湾運送事業港湾運送事業港湾運送事業のののの拡大拡大拡大拡大

8,368,368,368,366666

＋＋＋＋3,2733,2733,2733,273 （（（（+64%+64%+64%+64%））））

東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア現法売上高現法売上高現法売上高現法売上高

5,0935,0935,0935,093

中国中国中国中国・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア

のののの拡充拡充拡充拡充

平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成18181818年年年年3333月期月期月期月期

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

（（（（注注注注））））下段下段下段下段はははは増減額増減額増減額増減額（（（（平成平成平成平成18181818年年年年3333月期比月期比月期比月期比））））
中国現法売上高中国現法売上高中国現法売上高中国現法売上高のののの<<<< >>>>はははは現地通貨換算現地通貨換算現地通貨換算現地通貨換算



ⅢⅢⅢⅢ----２２２２．．．．中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（不動産不動産不動産不動産））））

19

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

・Ｃ地区
南堀江マンション竣工

・Ｂ地区
キャナルテラス堀江（複合飲食施設）竣工

・Ａ地区
複合施設建設計画策定

・北浜（大阪市中央区）

オフィスビル建設計画策定

道頓堀再開発道頓堀再開発道頓堀再開発道頓堀再開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

そのそのそのその他他他他ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

完成予想図

完成予想図



ⅢⅢⅢⅢ----２２２２．．．．中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後中期経営計画策定後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（不動産不動産不動産不動産ほかほかほかほか））））

20

4,8434,8434,8434,843

9,1519,1519,1519,151

平成平成平成平成18181818年年年年3333月期月期月期月期

6,0126,0126,0126,012

10,30810,30810,30810,308

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期

+1,157 +1,157 +1,157 +1,157 (+13%)(+13%)(+13%)(+13%)営業収益営業収益営業収益営業収益

+1,169+1,169+1,169+1,169 (+24%)(+24%)(+24%)(+24%)営業利益営業利益営業利益営業利益

増減額増減額増減額増減額

■■■■セグメントセグメントセグメントセグメント別営業収益別営業収益別営業収益別営業収益・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益 不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業 単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

■■■■全社全社全社全社におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみ

◆◆◆◆株主還元株主還元株主還元株主還元のののの充実充実充実充実 ------------ 自己株式自己株式自己株式自己株式のののの取得取得取得取得

平成平成平成平成19191919年年年年3333月期月期月期月期 13131313億円億円億円億円

平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期 18181818億円億円億円億円 計計計計91919191億円億円億円億円

平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期 60606060億円億円億円億円

◆◆◆◆情報情報情報情報システムシステムシステムシステムのののの強化強化強化強化

・・・・アイスターアイスターアイスターアイスター子会社化子会社化子会社化子会社化（（（（平成平成平成平成18181818年年年年4444月月月月））））

・・・・次期情報次期情報次期情報次期情報システムシステムシステムシステム開発開発開発開発 第第第第1111ステップステップステップステップ（（（（オープンオープンオープンオープン化化化化））））完了完了完了完了

工工工工 期期期期：：：：平成平成平成平成17171717年年年年4444月月月月～～～～平成平成平成平成20202020年年年年12121212月月月月

投資額投資額投資額投資額：：：：11114444億円億円億円億円



ⅢⅢⅢⅢ----３３３３．．．．アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみ①①①①

22.322.322.322.3

H19H19H19H19年年年年3333月期月期月期月期

20.320.320.320.3

H18H18H18H18年年年年3333月期月期月期月期

24.424.424.424.4

H20H20H20H20年年年年3333月期月期月期月期

26.426.426.426.4

H21H21H21H21年年年年3333月期月期月期月期

++++6.16.16.16.1 (+(+(+(+30303030%)%)%)%)保管料収入保管料収入保管料収入保管料収入

H18H18H18H18年年年年3333月期比月期比月期比月期比

増増増増 減減減減

21

■■■■羽生羽生羽生羽生アーカイブセンターアーカイブセンターアーカイブセンターアーカイブセンターのののの建設建設建設建設

埼玉県羽生市埼玉県羽生市埼玉県羽生市埼玉県羽生市にににに書類保管書類保管書類保管書類保管・・・・取扱取扱取扱取扱いのいのいのいの拠点拠点拠点拠点をををを建設建設建設建設

・・・・着工予定着工予定着工予定着工予定 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年 ・・・・竣工予定竣工予定竣工予定竣工予定 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年

■■■■書類保管書類保管書類保管書類保管・・・・トランクルームトランクルームトランクルームトランクルーム貨物保管料収入貨物保管料収入貨物保管料収入貨物保管料収入のののの推移推移推移推移
単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

■■■■アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ組織組織組織組織のののの強化強化強化強化

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月月月月 業務部業務部業務部業務部アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ事業課事業課事業課事業課をををを設置設置設置設置

組織強化組織強化組織強化組織強化のののの方針方針方針方針

・・・・人員体制人員体制人員体制人員体制のののの強化強化強化強化

・・・・情報情報情報情報・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの集約集約集約集約

■■■■ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ２７００１２７００１２７００１２７００１認証範囲認証範囲認証範囲認証範囲のののの拡大拡大拡大拡大

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ事業及事業及事業及事業及びびびびトランクルームトランクルームトランクルームトランクルーム事業拠点事業拠点事業拠点事業拠点においてにおいてにおいてにおいて、、、、情報情報情報情報セキュリティマネジメントセキュリティマネジメントセキュリティマネジメントセキュリティマネジメント

システムシステムシステムシステムのののの国際規格国際規格国際規格国際規格であるであるであるであるＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ２７００１２７００１２７００１２７００１のののの認証範囲拡大認証範囲拡大認証範囲拡大認証範囲拡大をををを推進推進推進推進



ⅢⅢⅢⅢ----３３３３．．．．アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみ②②②②
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■当社ＩＳＯ２７００１認証取得拠点

川口営業所

南港東営業所

大黒営業所（第２倉庫）

羽生ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ営業所

平和島ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ営業所

ISO27001ISO27001ISO27001ISO27001認証取得拠点認証取得拠点認証取得拠点認証取得拠点

横浜地区横浜地区横浜地区横浜地区
横浜支店 営業推進課

大黒営業所（第２倉庫）

東京地区東京地区東京地区東京地区
業務部 ｱｰｶｲﾌﾞ事業課
東京支店 ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ営業課

平和島ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ営業所
羽生ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ営業所

大阪地区大阪地区大阪地区大阪地区
大阪支店 ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ営業課

川口営業所（川口ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ）
川口営業所（安治川倉庫）
南港東営業所（２００倉庫）

名古屋地区名古屋地区名古屋地区名古屋地区
名古屋支店 営業推進課

中川営業所



ⅢⅢⅢⅢ----４４４４．．．．今後今後今後今後のののの重要重要重要重要プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
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不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

■■■■道頓堀再開発道頓堀再開発道頓堀再開発道頓堀再開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト ■■■■北浜北浜北浜北浜オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビル建設計画建設計画建設計画建設計画

ＡＡＡＡ地区地区地区地区（（（（約約約約5,8005,8005,8005,800㎡㎡㎡㎡、、、、容積率容積率容積率容積率910910910910％）％）％）％）にににに、、、、 北浜北浜北浜北浜（（（（大阪市中央区大阪市中央区大阪市中央区大阪市中央区、、、、1,6751,6751,6751,675㎡㎡㎡㎡））））にににに、、、、

商業施設商業施設商業施設商業施設・・・・ホテルホテルホテルホテル・・・・賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅のののの複合施設複合施設複合施設複合施設をををを 賃貸用賃貸用賃貸用賃貸用オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビルをををを建設予定建設予定建設予定建設予定

建設予定建設予定建設予定建設予定 ・・・・着工予定着工予定着工予定着工予定

・・・・着工予定着工予定着工予定着工予定 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年

・・・・竣工予定竣工予定竣工予定竣工予定 平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年 ・・・・竣工予定竣工予定竣工予定竣工予定

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年

国際輸送業務国際輸送業務国際輸送業務国際輸送業務
■■■■ラービグラービグラービグラービグ・・・・ペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカル・・・・ロジスティクスロジスティクスロジスティクスロジスティクス

本格稼働本格稼働本格稼働本格稼働（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月））））

ペトロペトロペトロペトロ・・・・ラービグラービグラービグラービグ社社社社がががが生産生産生産生産するするするする石化製品石化製品石化製品石化製品のののの、、、、

構内及構内及構内及構内及びびびびサウジサウジサウジサウジ国内物流受注国内物流受注国内物流受注国内物流受注、、、、

国際輸送業務獲得国際輸送業務獲得国際輸送業務獲得国際輸送業務獲得へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ
ペトロ・ラービグ社工場構内倉庫

完成予想図
完成予想図



補補補補 足足足足 資資資資 料料料料



①①①①保管用倉庫面積保管用倉庫面積保管用倉庫面積保管用倉庫面積・・・・保管残高保管残高保管残高保管残高
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ＨＨＨＨ17171717年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績 ＨＨＨＨ18181818年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績 ＨＨＨＨ19191919年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績 ＨＨＨＨ20202020年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績 ＨＨＨＨ21212121年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績

千千千千トントントントン
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450450450450
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左左左左のののの目盛目盛目盛目盛：：：：保管用倉庫面積保管用倉庫面積保管用倉庫面積保管用倉庫面積((((千千千千㎡）㎡）㎡）㎡） 期中平均保管残高期中平均保管残高期中平均保管残高期中平均保管残高（（（（千千千千㌧）：㌧）：㌧）：㌧）：右右右右のののの目盛目盛目盛目盛
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②②②②トランクルームトランクルームトランクルームトランクルーム期末保管残高期末保管残高期末保管残高期末保管残高
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HHHH18181818年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績

HHHH19191919年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績

HHHH20202020年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績

HHHH21212121年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績
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③③③③港湾運送取扱量港湾運送取扱量港湾運送取扱量港湾運送取扱量
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HHHH17171717年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH18181818年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH19191919年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH20202020年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH21212121年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績
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④④④④国際輸送取扱量国際輸送取扱量国際輸送取扱量国際輸送取扱量

4,5874,5874,5874,587
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HHHH18181818年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH19191919年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH20202020年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績

HHHH21212121年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績
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⑤⑤⑤⑤賃貸賃貸賃貸賃貸ビルビルビルビル面積面積面積面積
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HHHH19191919年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績

HHHH20202020年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績

HHHH21212121年年年年3333月末実績月末実績月末実績月末実績
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本日本日本日本日はありがとうございましたはありがとうございましたはありがとうございましたはありがとうございました

ＩＲＩＲＩＲＩＲにににに関関関関するするするする連絡先連絡先連絡先連絡先

株式会社株式会社株式会社株式会社 住友倉庫住友倉庫住友倉庫住友倉庫 事業推進部広報事業推進部広報事業推進部広報事業推進部広報ＩＲＩＲＩＲＩＲ課課課課（（（（担当担当担当担当：：：：久保田久保田久保田久保田））））

〒〒〒〒550550550550----0021002100210021 大阪市西区川口大阪市西区川口大阪市西区川口大阪市西区川口2222----1111----5555

TELTELTELTEL 06060606----6581658165816581----1104110411041104 FAXFAXFAXFAX 06060606----6581658165816581----3870387038703870

EEEE----MailMailMailMail ：：：： ir_bxir_bxir_bxir_bx@sumitomo@sumitomo@sumitomo@sumitomo----soko.co.jpsoko.co.jpsoko.co.jpsoko.co.jp


