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I. 2007年12月期（連結） 事業概況I. 2007年12月期（連結） 事業概況
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2007年12月期： 前年同期比サマリー （連結）20020077年年1212月期：月期： 前年同期比サマリー前年同期比サマリー （連結）（連結）

（単位：百万円）

4,054

7,902

6,794

147,098

’07/12月期 （実績）

2.8

5.4

4.6

100.0

構成比 (%)

△0.5％

△0.1％

＋14.2％

＋ 3.1%

前年比

△19
△9

+844
+4,454

増減

2.94,073当期純利益

5.67,911経常利益

4.25,950営業利益

100.0142,644売上高

構成比 (%)

’06/12月期 （実績）

－＋13.0％7.110,4146.59,212ＥＢＩＴＤＡ（*）

（単位：百万円）

* EBITDA = 営業利益 ＋ 減価償却額
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2007年12月期 連結業績補足： 特別損益内訳20072007年年1212月期月期 連結業績補足連結業績補足：： 特別損益特別損益内訳内訳

（単位：百万円）

2,347小計

71その他

135投資有価証券売却益

2,140固定資産売却益

備考金額特別利益 項目

業績悪化（250）( 内 ㈱ハナマサ ）

510その他

2,846小計

破産300㈲ティーケーパートナーズ 関連損失 （貸倒引当金）

361投資有価証券 評価損

598減損損失

株式90％譲渡425㈱ダック 関連損失 （売却損、評価損）

民事再生652㈱シーエスネット 関連損失 （貸倒引当金、リース債権）

備考金額特別損失 項目
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業績概要： 売上高・経常利益の推移 （2003年～2007年12月期）業績概要：業績概要： 売上高・経常利益の推移売上高・経常利益の推移 （（20032003年～年～20072007年年1212月期）月期）

‘03年12月期

（上場時）
‘04年12月期 ‘05年12月期 ‘06年12月期

売上高
194億円

経常利益
4億円

売上高
451億円

経常利益
7億円

売上高
893億円

経常利益
21億円

売上高
1,426億円

経常利益
79億円

下期 売上高

上期 売上高

経常利益

‘07年12月期

売上高
1,471億円

経常利益
79億円
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業績概要： セグメント別 売上高及び営業利益業績概要：業績概要： セグメント別セグメント別 売上高及び営業利益売上高及び営業利益

4.6%－－ %34.5%6.9%1.5%2.0%営業利益率

1.5% 4.2%－－ %31.4%5.5%2.2%営業利益率

－

（335）

－

（345）

消去
又は全社

＋3.1％△45.2％＋0.1％＋13.6％+3.3％＋3.7％（前年比）

－

△284

922

△91

1,683

その他の
事業

＋9.9％

4,566

13,239

4,155

13,225

金融事業

’06/12月期 （実績）

＋14.2％＋42.4％△26.9％＋32.6％（前年比）

6,7943931682,287営業利益

147,0985,67110,918116,347売上高
【外部売上】

’07/12月期 （実績）

5,9502762301,725営業利益

142,6444,99110,567112,177売上高
【外部売上】

連結人材事業
マーケティング

事業
物流事業

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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2007年12月期 財務概況： 連結貸借対照表20072007年年1212月期月期 財務概況：財務概況： 連結貸借対照表連結貸借対照表

＋6,326105,91399,587資産合計

△5,8243,8349,659不動産信託受益権

＋1,0293,2282,200その他流動資産

＋5,25155,52450,274有形固定資産

△3155,1185,434投資有価証券

△1,9194,6156,534その他固定資産

＋3,01665,25862,242固定資産計

(+7,021）（67,845）（60,824）（内 事業用資産計）

＋3,31040,65637,346流動資産計

＋7,5958,486891棚卸資産

＋1,21517,82216,608受取手形及び売掛金

△7047,2847,988現金及び預金

増減
’07/12月
（期末）

’06/12月
（期末）

＋6,326105,91399,587負債・純資産合計

＋3,98719,43415,447純資産合計

＋89848,60947,712流動負債計

＋2,33986,47984,140負債合計

＋1,44137,87036,429固定負債計

△1,82910,39412,223その他固定負債

△1,5723,8455,417負ののれん

△1155,0505,165社債

＋4,95718,58113,624長期借入金

△8057,6178,422その他流動負債

△5963,7354,331一年以内返済予定
長期借入金・社債

＋1,30727,30025,993短期借入金

+9929,9588,966支払手形及び買掛金

増減
’07/12月
（期末）

’06/12月
（期末）

（単位：百万円）



8SBSホールディングス株式会社 2007年12月期決算説明会

有利子負債
547億円

2007年 財務概況： 財務の健全性20072007年年 財務概況：財務概況： 財務の健全性財務の健全性

純資産
194億円

負ののれん 38億円

有形固定資産
555億円

不動産信託受益権 38億円

実質的な純資産

194＋38＝約232億円

実質的な純資産

194＋38＝約232億円

ネット負債： 約309億円

償却

現預金 73億円

‘07/12月 バランスシート
総資産 1,059億円

棚卸資産 85億円

現預金： 約73億円

流動化予定のある
棚卸資産及び

不動産信託受益権
の想定時価
約165億円

流動化予定のある
棚卸資産及び

不動産信託受益権
の想定時価
約165億円

うち流動化可能な
ノンコア資産の想定時価

約240億円

うち流動化可能な
ノンコア資産の想定時価

約240億円

流動化予定資産：

約165億円

ネットＤ/Ｅレシオ（表面）：
2.44％

ネットＤ/Ｅレシオ（実質）：
1.33％

ネットＤ/Ｅレシオ（表面）：
2.44％

ネットＤ/Ｅレシオ（実質）：
1.33％
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2007年12月期 財務概況： 連結キャッシュフロー計算書20072007年年1212月期月期 財務概況：財務概況： 連結キャッシュフロー計算書連結キャッシュフロー計算書

△4896,7547,243現金及び現金同等物の期末残高

+5127,4036,891（内 税金等調整前当期純利益）

＋650△498△1,149現金及び現金同等物の増加・減少額

＋2427,2437,001現金及び現金同等物の期首残高

△8135,8246,637（内 不動産信託受益権の増減額）

△6,751△7,423△672（内 棚卸資産の増減額）

△1,378121,390新規連結による現金及び現金同等物の増加高

△2,316△3,620△1,304（内法人税等の支払額）

＋4,389△9,153△13,542投資活動によるキャッシュフロー

＋6,6725,854△818財務活動によるキャッシュフロー

△3△30現金及び現金同等物に係る換金差額

△3△680△677（内 利息の支払額）

+398△1,747△2,145（内 負ののれん償却額）

+3583,6203,262（内 減価償却費）

△10,4102,80113,211営業活動によるキャッシュフロー

前年比増減’07/12月（期末）’06/12月（期末）

（単位：百万円）
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Ⅱ．2008年12月期(連結） 業績予想Ⅱ．2008年12月期(連結） 業績予想
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2008年12月期 連結業績予想20020088年年1212月期月期 連結業績予想連結業績予想

△26.0 ％2.13,0002.84,054当期純利益

△39.3 ％3.34,8005.47,902経常利益

△41.1 ％2.84,0004.66,794営業利益

△1.4 %100.0145,000100.0147,098売上高

増減率構成比 (%)構成比 (%)

’08/12月期予想’07/12月期実績

（単位：百万円）
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2008年12月期業績予想： セグメント別 売上高及び営業利益2008年12月期業績予想： セグメント別 売上高及び営業利益

2.0% 4.6%－－ %34.5%6.9%1.5%営業利益率

2.8%－5.0 %14.7%6.4%2.2%2.1%営業利益率

－

（660）

－

（335）

消去
又は全社

△1.4％＋30.1％△26.7％＋21.7％△1.1％＋0.1％（前年比）

－

60

1,200

△284

922

その他の
事業

△68.8％

1,425

9,700

4,566

13,239

金融事業

’07/12月期 （実績）

△41.1％＋12.0％＋39.8％＋9.3％（前年比）

4,0004402352,500営業利益

145,0006,90010,800116,400売上高
【外部売上】

’08/12月期 （予想）

6,7943931682,287営業利益

147,0985,67110,918116,347売上高
【外部売上】

連結人材事業
マーケティング

事業
物流事業

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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III. 事業戦略と今後の成長イメージIII. 事業戦略と今後の成長イメージ
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中長期事業戦略の基本方針中長期事業戦略の基本方針中長期事業戦略の基本方針

クライアントのベストパートナーへ
～ 3ＰＬを梃子とした事業戦略 ～

クライアントのベストパートナーへ
～ 3ＰＬを梃子とした事業戦略 ～

中長期的な
収益力強化

中長期的な
収益力強化

物流施設・
不動産開発

物流施設・
不動産開発

首都圏エリア特化戦略の推進

B2B顧客ヘの経営資源の集中

改善活動・業務見直し・組織再編等による基礎収益力の強化

3PL事業による高付加価値化の推進

首都圏エリア特化戦略の推進

B2B顧客ヘの経営資源の集中

改善活動・業務見直し・組織再編等による基礎収益力の強化

3PL事業による高付加価値化の推進

顧客ニーズに合った立地・仕様での高効率物流施設の開発

流動化スキームを活用した柔軟な投資回収

顧客ニーズに合った立地・仕様での高効率物流施設の開発

流動化スキームを活用した柔軟な投資回収

Ｍ＆Ａによる
成長の加速

Ｍ＆Ａによる
成長の加速

Ｍ＆Ａを梃子とした成長戦略の継続による、顧客基盤及び事業
規模の拡大。

3ＰＬ事業における機能補完

グループのシナジー効果

Ｍ＆Ａを梃子とした成長戦略の継続による、顧客基盤及び事業
規模の拡大。

3ＰＬ事業における機能補完

グループのシナジー効果
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営業利益成長の中期的イメージ営業営業利益成長の利益成長の中期的中期的イメージイメージ

2006年12月期 2007年12月期 2008年12月期 中長期的目標

59億円

68億円

コスト改善ポテンシャル

不動産の開発（売却）益

高効率な物流不動産開発による３PL案件獲得による確実な成長

基礎収益力
の向上

M&Aによる
アップサイド
ポテンシャル

高効率な３ＰＬ事業向け物流不動産開発を伴う３PL案件の開拓

（ストック収入の着実な積み上げ及び開発案件の機動的な流動化によるキャッシュ化）

高効率な３ＰＬ事業向け物流不動産開発を伴う３PL案件の開拓

（ストック収入の着実な積み上げ及び開発案件の機動的な流動化によるキャッシュ化）

業務改善・グループシナジーによるコスト改善業務改善・グループシナジーによるコスト改善

物流業界の競争激化によるM&Aの可能性の拡大物流業界の競争激化によるM&Aの可能性の拡大

コスト改善とM&Aによるアップサイドのポテンシャル

基礎収益力

主な成長要因

営業利益の成長イメージ

40億円

＋αの
ポテンシャル

M&Aポテンシャル

着実な達成
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事業戦略とバランスシート戦略の有機的発展の重要性事業戦略とバランスシート戦略の有機的発展の重要性事業戦略とバランスシート戦略の有機的発展の重要性

バランスシート戦略バランスシート戦略

M&A・3PL推進・施設開発による成長戦略

施設開発を伴う３PL案件受注の積上げによる
利益安定化

不動産開発・流動化ノウハウの向上

物流施設開発能力の向上

開発による保有不動産価値向上

【総合サービス提供体制の拡充】

M&A・3PL推進・施設開発による成長戦略

施設開発を伴う３PL案件受注の積上げによる
利益安定化

不動産開発・流動化ノウハウの向上

物流施設開発能力の向上

開発による保有不動産価値向上

【総合サービス提供体制の拡充】

事業戦略事業戦略

実質的に健全な財務体質

資産の入替・流動化スキームの活用・借入
金利の抑制等による更なる財務体質の強化
（借入余力確保・ノンリコースローン活用等）

事業収入と流動化のミックスによる柔軟な
投資回収

【バランスシートマネジメント力向上】

実質的に健全な財務体質

資産の入替・流動化スキームの活用・借入
金利の抑制等による更なる財務体質の強化
（借入余力確保・ノンリコースローン活用等）

事業収入と流動化のミックスによる柔軟な
投資回収

【バランスシートマネジメント力向上】

キャッシュフローのストック化及び潜在的な流動化によるキャッシュ確保キャッシュフローのストック化及び潜在的な流動化によるキャッシュ確保

債権者・投資家に対するアカウンタブルな期間キャッシュフローの安定した向上債権者・投資家に対するアカウンタブルな期間キャッシュフローの安定した向上

資金調達力の強化及び更なる成長の加速資金調達力の強化及び更なる成長の加速
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物流事業へのフォーカス②： 物流事業と物流支援事業物流事業へのフォーカス②：物流事業へのフォーカス②： 物流事業と物流支援事業物流事業と物流支援事業

コア事業である物流事業に経営資源を集中して、

マーケティング、人材、金融、その他（情報・環境）の

各事業が顧客への付加価値提供及びグループの総合力向上を支える。

コア事業である物流事業に経営資源を集中して、

マーケティング、人材、金融、その他（情報・環境）の

各事業が顧客への付加価値提供及びグループの総合力向上を支える。

・総合物流・食品物流・専門物流（即配等）
からなる物流事業。
・現在、グループ売上全体の約八割。

・総合物流・食品物流・専門物流（即配等）
からなる物流事業。
・現在、グループ売上全体の約八割。

物流支援事業

■マーケティング：
・メーリング、販売促進、マーケティング支援

■人材：
・軽作業スタッフ派遣

■金融：
・物流施設開発（及びアセットマネジメント）
・共同購買、リース、保険等

■その他：
・（環境） リサイクル・中間処理
・（情報） 倉庫管理システム等

物流支援事業

■マーケティング：
・メーリング、販売促進、マーケティング支援

■人材：
・軽作業スタッフ派遣

■金融：
・物流施設開発（及びアセットマネジメント）
・共同購買、リース、保険等

■その他：
・（環境） リサイクル・中間処理
・（情報） 倉庫管理システム等



18SBSホールディングス株式会社 2007年12月期決算説明会

収益力強化：首都圏都市型エリア戦略の推進収益力強化：首都圏都市型エリア戦略の推進

新規物流施設については
首都圏に好アクセスの

近接地域で開発

新規物流施設については
首都圏に好アクセスの

近接地域で開発

開発予定物件

東京都：
・新砂エリア 1件： 約3,000坪

千葉県
・野田エリア 2件:       約 20,000坪
・成田エリア 1件:       約 20,000坪
・柏エリア 1件:  約 13,000坪

神奈川県
・横浜金沢エリア 1件: 約 15,000

～20,000坪
・横浜エリア 1件:   約 10,000坪

開発予定物件

東京都：
・新砂エリア 1件： 約3,000坪

千葉県
・野田エリア 2件:       約 20,000坪
・成田エリア 1件:       約 20,000坪
・柏エリア 1件:  約 13,000坪

神奈川県
・横浜金沢エリア 1件: 約 15,000

～20,000坪
・横浜エリア 1件:   約 10,000坪

竣工･竣工予定物件

埼玉県：
・川越エリア 1件： 約 12,000坪 ⇒ 2007年 9月竣工
・岩槻エリア 1件： 約 9,000坪 ⇒ 2007年12月竣工
・入間・所沢エリア 1件： 約 7,900坪 ⇒ 2008年 1月竣工

東京都
・新砂エリア 1件： 約 1,100坪 ⇒ 2008年5月竣工予定

千葉県
・君津エリア 1件： 約 1,000坪 ⇒ 2008年4月竣工予定

竣工･竣工予定物件

埼玉県：
・川越エリア 1件： 約 12,000坪 ⇒ 2007年 9月竣工
・岩槻エリア 1件： 約 9,000坪 ⇒ 2007年12月竣工
・入間・所沢エリア 1件： 約 7,900坪 ⇒ 2008年 1月竣工

東京都
・新砂エリア 1件： 約 1,100坪 ⇒ 2008年5月竣工予定

千葉県
・君津エリア 1件： 約 1,000坪 ⇒ 2008年4月竣工予定

物流の首都圏集中化に対応物流の首都圏集中化に対応

【 開発総面積 】
約11万坪
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タカラ物流システム様向け専用センタータカラ物流システム様向け専用センター

名 称 西日本ロジスティックスセンター

所在地 京都府京田辺市

敷地面積 約25,853 ㎡ (約7,820 坪)

構造 地上3階

延床面積 約37，584 ㎡ （約11,369 坪）

竣 工 平成 19年 4月

名 称 西日本ロジスティックスセンター

所在地 京都府京田辺市

敷地面積 約25,853 ㎡ (約7,820 坪)

構造 地上3階

延床面積 約37，584 ㎡ （約11,369 坪）

竣 工 平成 19年 4月

物流施設の開発事例①： 新規竣工物件物流施設の開発事例①：物流施設の開発事例①： 新規竣工物件新規竣工物件

名 称 甲信国分長野流通センター

所在地 長野県千曲市

敷地面積 約11,138 ㎡（約3,369 坪）

構造 地上1階

延床面積 約6,300 ㎡（約1,906 坪）

竣 工 平成 19年8月

名 称 甲信国分長野流通センター

所在地 長野県千曲市

敷地面積 約11,138 ㎡（約3,369 坪）

構造 地上1階

延床面積 約6,300 ㎡（約1,906 坪）

竣 工 平成 19年8月

国分様向け専用センター国分様向け専用センター
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物流施設の開発事例②： 新規竣工物件物流施設の開発事例②：物流施設の開発事例②： 新規竣工物件新規竣工物件

名 称 川越物流センター

所在地 埼玉県川越市

敷地面積 約32,666 ㎡（約9,881 坪）

構造 地上4階

延床面積 約40,061 ㎡（約12,118 坪）

竣 工 平成 19年 9月

主要荷主 カインズ、伊勢丹ＡＤＯ国分他

名 称 川越物流センター

所在地 埼玉県川越市

敷地面積 約32,666 ㎡（約9,881 坪）

構造 地上4階

延床面積 約40,061 ㎡（約12,118 坪）

竣 工 平成 19年 9月

主要荷主 カインズ、伊勢丹ＡＤＯ国分他

大型物流センター大型物流センター
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大型物流センター大型物流センター

名 称 岩槻物流センター

所在地 埼玉県さいたま市岩槻区

敷地面積 約39,421 ㎡ (約11,924 坪)

構造 地上3階 2棟

延床面積 約29,981 ㎡ （約9,069 坪）

竣 工 平成 19年 12月

名 称 岩槻物流センター

所在地 埼玉県さいたま市岩槻区

敷地面積 約39,421 ㎡ (約11,924 坪)

構造 地上3階 2棟

延床面積 約29,981 ㎡ （約9,069 坪）

竣 工 平成 19年 12月

物流施設の開発事例③： 新規竣工物件物流施設の開発事例物流施設の開発事例③③：： 新規竣工物件新規竣工物件

名 称 入間物流センター

所在地 埼玉県入間市

敷地面積 約26,216 ㎡（約7,930 坪）

構造 地上4階 1棟、 地上2階 1棟

延床面積 約26,203 ㎡（約7,926 坪）

竣 工 平成 20年1月

名 称 入間物流センター

所在地 埼玉県入間市

敷地面積 約26,216 ㎡（約7,930 坪）

構造 地上4階 1棟、 地上2階 1棟

延床面積 約26,203 ㎡（約7,926 坪）

竣 工 平成 20年1月

大型物流センター大型物流センター
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経営効率改善及びコスト 適化の取り組み経営効率改善及び経営効率改善及びコストコスト 適化適化の取り組みの取り組み

組織改革によるシナジー実現組織改革によるシナジー実現

グループ企業の事業集約化

グループ各社間での重複事業の統廃合

食品物流

総合物流

専門物流

金融（不動産・リース・保険）

Ｂ2Ｂへの集中

個人向け引越事業からの撤退

本社機能の集約化

効率的且つスピーディーな経営体制の実現

管理・業務部門の効率化

グループ企業の事業集約化

グループ各社間での重複事業の統廃合

食品物流

総合物流

専門物流

金融（不動産・リース・保険）

Ｂ2Ｂへの集中

個人向け引越事業からの撤退

本社機能の集約化

効率的且つスピーディーな経営体制の実現

管理・業務部門の効率化

経営効率改善・コスト最適化による収益力強化 ⇒ 高利益率のビジネス・モデル実現経営効率改善・コスト最適化による収益力強化 ⇒ 高利益率のビジネス・モデル実現

収益力強化収益力強化

グループ改善統括チーム主導での効率改善

グループ各社における業務効率の向上

コスト・コンシャスな業務体制の実現

業務改善によるコスト削減

基礎収益力の強化

配車効率化の継続的な取り組み

グループ共同購買によるコスト削減

支店・営業所単位での収益意識の浸透

顧客に対し効率改善による付加価値提供

グループ改善統括チーム主導での効率改善

グループ各社における業務効率の向上

コスト・コンシャスな業務体制の実現

業務改善によるコスト削減

基礎収益力の強化

配車効率化の継続的な取り組み

グループ共同購買によるコスト削減

支店・営業所単位での収益意識の浸透

顧客に対し効率改善による付加価値提供

赤字事業所ゼロ
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業務改善活動の概要業務改善活動の概要業務改善活動の概要

3ヵ年計画に基き、改善推進チームと現場による改善の実施3ヵ年計画に基き、改善推進チームと現場による改善の実施

◆ 業務内容ごとに改善チームを形成
それぞれのチームにリーダーを配置

推進体制

支店長

改善担当

部長 改善推進部

チーム チーム チーム チーム

改善MT
改善事例発表会

①人材育成：改善を実践・指導できる人材育成

目標の数値化②原価低減：改善の成果を数値結果へ繋げる

目的目的
SBSSBS ホールディングス株式会社ホールディングス株式会社

SBS グループ改善活動 3 ヵ年計画

2007 年度

上期 下期

2008年度

上期 下期

2009年度

上期 下期

モデル支店 全支店

モデル支店

モデル支店

全支店

全支店

モデル支店 全支店

TLロジコム

FL

全通

2009年度

全事業所に

水平展開

グループ
各社

★★ ★★ ★★ ★★

★★ ★★ ★★

★★ ★★ ★★

★★ ★★

予選予選 予選予選 予選予選 予選予選

予選予選 予選予選 予選予選

予選予選 予選予選 予選予選

予選予選 予選予選

手段手段
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改善活動の取組み： ＳＢＳグループ改善事例発表会改善活動改善活動の取組み：の取組み： ＳＢＳグループ改善事例発表会ＳＢＳグループ改善事例発表会

【第二回ＳＢＳグループ改善事例発表大会】

開催日時： 2008年1月12日（土）

開催場所： 東京ビッグサイト
国際会議場

概要
ＴＬロジコム、フーズレック、全通
各社からの選抜10チームによる

改善事例発表

⇒ 次回は2008年6月に開催予定

（ＴＬロジコム、フーズレック、全通、他）

⇒ 半期毎に開催
（各社改善チームより随時、選抜）



25SBSホールディングス株式会社 2007年12月期決算説明会

Ⅳ. ＡＰＰＥＮＤＩＸ： 参考資料Ⅳ. ＡＰＰＥＮＤＩＸ： 参考資料
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設 立

代 表

資 本 金

発 行 済 株 式 総 数

グ ル ー プ 会 社

従 業 員 数
（ 正 社 員 数 ）

会会 社社 概概 要要 （（20020077年年1212月末現在）月末現在）

1987年12月16日

鎌田 正彦

38億3,393万円

130，684株
JASDAQ(2003年12月上場）
（証券コード2384、J-STOCK 指定銘柄）

30社* （* 連結子会社数）

グループ連結 4,160人

単体 78人
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主要株主：主要株主： 上位上位1010名名 （（20020077年年1212月末現在）月末現在）

66.02％86,279大株主上位10名計合計

1.08%1,417ﾁｪｰｽﾏﾝﾊｯﾀﾝﾊﾞﾝｸ
ｼﾞｰﾃｨｰｴｽｸﾗｲｱﾝﾂｱｶｳﾝﾄｴｽｸﾛｳ

10

1.19%1,560㈱ｽﾘｰｲｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ9

1.44%1,882ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾊﾞﾝｸﾋﾟｰｴﾙｼｰ

ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞｷｬﾋﾟﾀﾙｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
8

1.45%1,889吉岡 博之7

1.61%2,110日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱
（信託口）

6

1.77%2,315SBS従業員持株会5

2.37%3,094大内 純一4

2.76%3,600ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾋﾟｰｴﾙｼｰ
3

3.28%4,284ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞﾆｭｰﾖｰｸｼﾞｰｼｰｴﾑ
ｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾂ ｲｰｱｲｴｽｼﾞｰ

2

49.07%64,128鎌田 正彦1

持株比率持株数株主名



28SBSホールディングス株式会社 2007年12月期決算説明会

主要サービス一覧主要サービス一覧

総合物流サービス

・ 即日配送サービス

・ 3PLサービス

・ 一般貨物輸送サービス

・ 倉庫/レンタル収納サービス

・ 宅配サービス

・ 食品物流サービス

・ 特殊輸送サービス

・ 館内物流サービス

・ 引越サービス …等

国際物流サービス

・ 海上航空輸送サービス

・ 輸出入代行サービス

・ 通関代行サービス …等

物流コンサルティング

物 流 事 業物 流 事 業 マーケティング事業マーケティング事業

メーリングサービス

・ DM等配布代行サービス

マーケティング

・ 顧客開拓支援サービス

・ 販売促進支援サービス

・ 通販立上げ支援サービス

・ Webプロモーションサービス

広告代理

・ 販促ツールの企画、開発

・ デザイン製作サービス

・ 広告提案、手配サービス

人 材 事 業人 材 事 業

作業スタッフ派遣サービス

人材派遣サービス

情 報 事 業情 報 事 業

産業廃棄物の回収・処理

リサイクルサービス

システム開発サービス

・ 商品管理系システム開発

・ 物流計画系システム開発

・ 車両管理系システム開発

システムコンサルティング

金 融 事 業金 融 事 業

アセットマネジメント事業

リース事業

燃料共同購買

保険代理

環 境 事 業環 境 事 業
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IRIRに関するお問い合わせに関するお問い合わせ

＜将来見通しに関する注意事項＞

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保障を与えるものではありません。

また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、

安全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、

お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、

当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

IR情報、IRに関するお問い合わせに当社ホームページをご活用ください

本店所在地：

〒130-0012

東京都墨田区太平 ４-１-３

オリナスタワー

部署： IR・広報部

電話： 03-3829-2240

FAX： 03-3829-2822

E-mail： contact1@sbs-group.co.jp

TOPページ

IR情報ページ

http://www.sbs-group.co.jp

http://www.sbs-group.co.jp/ir/


