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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

営業収入 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 136,759 10.5 4,610 31.2 4,788 30.4

17年９月中間期 123,741 8.6 3,515 △11.7 3,671 △10.7

18年３月期 268,796  8,953  9,522  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 2,583 33.0 71 78 － －

17年９月中間期 1,943 △7.6 53 98 － －

18年３月期 5,674  153 35 － －
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △2百万円 17年９月中間期 5百万円 18年３月期 △8百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 35,999,850株 17年９月中間期 35,999,900株 18年３月期 35,999,891株

③会計処理の方法の変更 有

④営業収入、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

(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

18年９月中間期 112,202 53,340 46.2 1,440 27

17年９月中間期 103,281 45,016 43.6 1,250 46

18年３月期 113,259 49,846 44.0 1,380 35

（注）期末発行済株式数 18年９月中間期 35,999,850株 17年９月中間期 35,999,900株 18年３月期 35,999,850株

(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

18年９月中間期 5,136 △1,067 △2,728 16,651

17年９月中間期 2,076 △2,238 △598 16,227

18年３月期 6,967 △6,376 △2,566 15,707

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 52社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ３社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） １社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

営業収入 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 285,000 11,000 6,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（連結・通期） 166 円 67 銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を

前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関

する事項につきましては、添付資料の６～７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社並びに当社の子会社52社及び関連会社３社（国内14社、海外41社（平成18年９月30日現在））

で構成され、グローバルな事業活動を展開しております。事業内容につきましては、利用者の需要に応じ、航空会社、

船会社の輸送手段を利用して国際・国内貨物の運送を請け負い（利用航空運送事業、輸入混載貨物事業及び利用外航運

送事業）、且つ、航空会社の代理店業務を引き受けております。また、これらの運送引受に付随する通関業、自動車に

よる貨物運送業、人材派遣業、保険代理店業、不動産管理業、梱包業も行っております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

顧         客 

(株）近鉄エクスプレス 

 

 

その他の関係会社 

近畿日本鉄道（株） 

      は役務提供の流れを示しております。      

日本国内 
＜貨物運送、梱包、不動産管理、 

保険代理店、人材派遣業＞ 
 近鉄航空配送（株） 

（株）近鉄ロジスティクス・システムズ 

（株）近鉄アルマックス 

（株）近鉄エクスプレス九州 

（株）近鉄コスモス 

上記を含む連結子会社11社 

 商船三井ロジスティクス（株） 

上記を含む持分法適用関連会社3社 

 

東アジア・オセアニア地域 
＜貨物運送業＞ 

KINTETSU WORLD EXPRESS(HK)LTD 

BEIJING KINTETSU WORLD EXPRESS 

CO.,LTD. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(KOREA),INC. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(TAIWAN),INC. 

上記を含む連結子会社16社 

米州地域 
＜貨物運送業＞ 

KINTETSU WORLD EXPRESS (U.S.A.),INC. 

KINTETSU WORLD EXPRESS (CANADA),INC. 

上記を含む連結子会社5社 

 

欧州・アフリカ地域 
＜貨物運送業＞ 

KINTETSU WORLD EXPRESS(U.K.)LTD 

KINTETSU WORLD EXPRESS(BENELUX)B.V. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(DEUTSCHLAND)GmbH. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(FRANCE.)S.A. 

KINTETSU WORLD EXPRESS(ITALIA)S.R.L. 

KINTETSU WORLD EXPRESS SOUTH AFRICA(PTY)LTD. 

上記を含む連結子会社11社 

海 外 

東南アジア・中近東地域 
＜貨物運送業＞ 

KWE－KINTETSU WORLD EXPRESS(S）PTE LTD. 

KINTETSU INTEGRATED AIR SERVICES SDN BHD 

KINTETSU WORLD EXPRESS（THAILAND）CO.,LTD. 

KINTETSU WORLD EXPRESS（INDIA）PVT.LTD. 

上記を含む連結子会社9社 
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループの経営理念は「ロジスティクスを通して新たな価値と最良の環境を創造し、お客様・株主・従業員と

共にグローバル社会の発展に貢献する」ことであります。当社ではこれを実践するため、平成14年11月に当社グルー

プの将来のあるべき姿として「21世紀ＫＷＥグランドデザイン」を策定し、①中核事業である国際航空貨物輸送での

利益拡大、②高品質なロジスティクス・サービスの提供、③海上事業の拡大、④成長市場＜中国＞での先行展開、の

４つを経営の基本戦略と位置付け、それらを実現するための５つの改革として, ①組織横断的なお客様情報の共有化、

②世界本部の企画業務の強化、③コア人材とスペシャリストの発掘と育成、④グローバルＩＴ機能の高度化、⑤コン

プライアンスの強化を挙げ、行動計画に沿って事業を推進しております。当社グループはこの基本方針のもと、国際

航空貨物輸送で培ってきた顧客ノウハウを海上貨物輸送やロジスティクスにも活かし、グローバルな総合物流企業と

して業績の一段の拡大と企業価値の向上を目指しております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主への利益還元の充実、将来の国内外での事業展開及び経営基盤の強化等を総合的に勘案して、

安定的な配当の継続を基本に各期の連結業績及び配当性向等を考慮しながら増配に努めてまいる所存であります。内

部留保につきましては、財務体質の強化と顧客サービスの向上に向けた設備投資に活用し、安定的な経営基盤の確立

に努めてまいります。なお、平成18年９月期の中間配当金につきましては、本年5月16日に発表いたしましたとおり、

一株当たり10円とし、前期の中間配当金に比較して一株当たり２円の増配とすることといたしました。

３．目標とする経営指標

　当社グループは、効率経営を推進するため経営の「選択と集中」を図り、第二次連結中期経営計画の最終事業年度

である平成20年３月期において経常利益率が４%となることを目標に利益率の向上に努めております。また、株主利益

の観点からROE（株主資本利益率）を重要な指標の一つと位置付け、継続的に10％以上を確保するとともにキャッシュ・

フロー重視の経営を行い、財務体質のさらなる改善を目指しております。

４．中長期的なグループ経営戦略

　当社グループは国際航空貨物輸送を主体とし、加えて海上貨物輸送、物流施設での保管・流通加工サービスなどの

ロジスティクス・サービスを取扱う国際総合物流企業として、さらなる飛躍を目指してまいります。このため業容の

拡大を図る一方でグローバル販売組識をさらに充実し、コア人材やスペシャリストの養成、グローバルITインフラの

拡充など経営インフラの強化を推進してまいります。国際総合物流企業として当社グループ一体となった事業を推進

し、環太平洋地域及びアジア域内でのリーダーとしてお客様の真の「グローバル・ロジスティクス・パートナー」を

目指してまいります。

　また当期は、当社グループ「第二次連結中期経営計画（３ヶ年）」（平成18年３月期～平成20年３月期）の２年目

であり、経営戦略として掲げた①新市場（ロシア、インド、中近東）の開発及び中国市場の深耕、②航空・海上輸送

とロジスティクスの事業横断的販売による取扱い貨物の拡大、③利益率の向上の３点についてさらなる実現に向け引

続き努力してまいります。

５．会社の対処すべき課題

  当社グループは従来からの主要取扱い品目でありますエレクトロニクス関連品に加え、業績が景気動向に大きく左

右されないよう、荷動きが比較的安定している自動車関連品をはじめとする非エレクトロニクス分野での取扱いを拡

大してまいります。

　また本年１月には、従来の世界四極体制から五極体制へと移行し（「アジア・オセアニア本部」を「東アジア・オ

セアニア本部」、「東南アジア・中近東本部」へと２分割）、より地域の特性に応じた経営の効率化、販売・管理の

強化を図っております。この他、一部の業績不振会社の経営再建に向けた取り組みを強化してまいります。当社グルー

プはこの態勢のもと、経営の「選択と集中」をさらに加速・推進し、近年経済成長が著しく今後も市場の拡大が見込

める、ロシア・その周辺国やインドへの計画的な事業展開も、先行している中国と合わせて推進いたします。

　さらに、企業の社会的責任を果たし、当社グループを取り巻く多様な利害関係者と良好な関係を維持・発展してい

くために、コーポレートガバナンスの強化と内部統制システムの整備に継続して取り組んでまいります。以上の施策

を総合的に推し進めるため、グループ全社において人材の育成・強化に努め、将来にわたる企業価値の向上を図って

まいります。
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６．親会社等に関する事項

　

①親会社等の商号等  

親会社等の商号 属性 議決権所有割合(％) 上場証券取引所

 近畿日本鉄道株式会社

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社

32.1

(7.1)
東京、大阪、名古屋 

 (注)親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。

② 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

　当社は近畿日本鉄道グループの一員として交通運輸グループの物流部門を構成し、主に国際航空貨物輸送業、国際

海上貨物輸送業及びロジスティクス・サービス業を営んでおりますが、親会社等との営業上の取引は僅少であります。

　なお、同社の従業員１名が当社の役員（常務取締役）に就任しておりますが、事業活動や経営判断においては自主

独立が尊重されております。

７．その他、会社の経営上の重要な事項

　当期において特に記載すべきその他、会社の経営上の重要な事項はありません。

－ 4 －



３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当中間連結会計期間の業績概要

　当中間連結会計期間の世界経済は、原油価格高騰等による物価上昇圧力を受け一部に景気の減速が見られたもの

の、全体としては引き続き底堅い成長を維持しました。米国では企業業績が好調に推移しましたが、住宅ブームの

終焉などにより経済成長が鈍化しました。欧州は雇用の復調や企業の設備投資拡大を通じ、内需主導の景気回復が

進みました。また、アジアでは、中国の公共投資などが牽引役となり、引き続き高い経済成長を遂げました。

　我が国経済は、企業の積極的な設備投資と個人消費の拡大に支えられ、民需主導による持続的な景気回復過程を

たどりました。

 このような状況の下、当社グループは、前期（平成18年３月期）を初年度とする「第二次連結中期経営計画（３ヵ

年、平成18年３月期～平成20年３月期）」に沿って、販売拡大を進め、企業価値の向上に努めました。

この結果、当社グループの当中間期の貨物取扱い物量は、航空輸送、海上輸送ともに順調に増加し、航空輸出貨物

重量は前年同期に比べ7.4％増、航空輸入貨物件数は同6.7％増となり、また、海上貨物輸送も輸出物量（容積ベー

ス）で前年同期比9.7％増、輸入物量でも同10.2％増となりました。

①　日本

  当社の航空輸出貨物につきましては、昨年活発に推移した北米・欧州向け薄型テレビの部材の出荷が今期に入り

海上輸送へシフトされ、また、液晶関連品の荷動きが減速するなどいたしましたが、自動車関連品目の取扱いが堅

調に増加し、アジア向けの電子部品・半導体関連品等の出荷が順調に拡大したこともあり、取扱い航空輸出重量は

前年同期に比較して5.8%増となりました。　　

　航空輸入貨物は、通信機器関連の取扱いがやや低調となり、取扱い件数は前年同期比2.0%減となりました。

  海上輸出貨物では、電子部品・部材や各種生産用機械を中心とした荷動きが堅調に推移し、輸出物量（容積ベー

ス）は前年同期比1.4%増となりました。海上輸入貨物では、量販店向けの家電製品やパソコン周辺機器、自動車関

連品等の取扱いが拡大し、輸入物量は同6.5%増となりました。

  当中間期に実施した施策につきましては、第一に、業務品質と生産性のさらなる向上を目的として、平成18年５

月よりグローバル情報システムを日本の航空輸出についても導入いたしました。これにより今期はその関連費用が

増加いたしますが、併せてグループを挙げて諸費用の節減に取り組み、総人件費の抑制を中心として間接原価、一

般管理費の低減に努めました。コスト合理化策の内容は、①要員の適正配置と業務の合理化による総合人件費の抑

制、②業務組織の合理的な再配置、③貨物の集約による混載効率の向上、④貨物の輸送品質向上に向けた自社ＵＬ

Ｄ化の推進、⑤実運送会社（航空会社や船会社）の有効な選別による運賃原価の抑制、⑥集配送業者に対する原価

管理の徹底、などであります。　

  第二に、サービス体制の強化を目的とした物流施設の充実も推進いたしました。拡大するロジスティクス需要に

対し幅広い品目に対応するため、平成18年６月、当社りんくうターミナル（大阪府泉佐野市）内で輸入生花を専門

に取扱う「りんくうフラワーセンター」を開設、加えて同７月、第４原木ターミナル（千葉県市川市）にて医療機

器製造業・化粧品製造業の許可を取得いたしました。また、国内販売拠点の整備・拡大を目的として平成18年１月、

株式会社近鉄エクスプレス四国を設立、また、同４月に福山（広島県）、熊本にそれぞれ営業所分室を設置いたし

ました。

②　米州

　米州では、米国発の航空輸出貨物におきまして半導体・半導体製造装置、液晶関連品、メディカル関連品等の荷

動きが活発となりました。航空輸入貨物は、日本発の薄型テレビの部材が減少したものの、デジタル家電品や自動

車関連品の取扱いが増加し、堅調に推移いたしました。また、カナダ法人も順調に取扱い物量を伸ばしたため、当

中間期の米州全体の取扱い航空輸出重量は前年同期比9.9%増、航空輸入件数は同3.7%増となりました。
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③　欧州・アフリカ

　欧州・アフリカにつきましては、航空輸出貨物は通信機器関連品、メディカル関連品等の取扱いが活発であった

ものの、一部で市場における熾烈な価格競争の影響を受けました。航空輸入貨物は日本発の薄型テレビの部品・部

材が減少いたしましたが、自動車関連品、半導体等の荷動きが活発となり全体として堅調に推移いたしました。当

中間期の欧州・アフリカ全体の取扱い航空輸出重量は前年同期比11.0%増、航空輸入件数は同4.6%増となりました。

④東アジア・オセアニア

　東アジア・オセアニアでは依然として取扱い物量が増加しておりますが、パソコン等従来の主要航空輸出品目が

市場価格の下落等の理由により日本向けを中心に海上輸送へシフトされるなどの状況が見られました。航空輸入貨

物は、前期半ばからの在庫調整の終了以来、半導体や半導体製造装置、その他電子部品を中心に順調な荷動きとな

りました。平成18年１月には韓国法人が仁川ロジスティクスセンターを、同２月に中国法人が合肥、温州、南通、

揚州の４事務所をそれぞれ開設いたしました。また、平成18年２月には香港法人が環境ISO14001の認証を取得しま

した。当中間期の東アジア・オセアニア全体の取扱い航空輸出重量は前年同期比7.0%増、航空輸入件数は同16.3%増

となりました。

⑤東南アジア・中近東

  東南アジア・中近東につきましては、シンガポール、マレーシアを中心に北米向けデジタル家電品やアジア域内

輸送の取扱いが堅調に推移し、航空輸出貨物で取扱い重量は前年同期比8.7％増、航空輸入貨物の取扱い件数は同

7.4％増となりました。 

  以上の結果、当中間連結会計期間における営業収入は136,759百万円（対前年同期比10.5％増）、営業利益は　　

4,610百万円（同31.2％増）、経常利益は4,788百万円（同30.4％増）となり、法人税等を差し引いた中間純利益は

2,583百万円（同33.0％増）となりました。

(2）通期の見通し

　今後の当社を取り巻く環境は、依然高水準にある原油価格や米国景気の減速懸念など不透明要因があるものの、

国内の民需に支えられた持続的な景気回復やアジアを中心とした底堅い貨物輸送需要を背景に、国際貨物輸送は着

実に増大するものと見込まれます。また、当社の重要なビジネスドメインの一つである保管・流通加工などのロジ

スティクス需要もグローバルベースで増加するものと予想されます。

　当社グループにおきましては今期第二次連結中期経営計画の２年目を迎え、①アジア・オセアニア本部の分割に

より二本部体制へ移行したアジア地域での更なる深耕、②中国に加えロシア、インド等新市場への重点投資、③日

本国内販売網の拡充、④取扱い品目の更なる拡大、⑤利益率の向上、を重点施策として事業を推進しております。

また、ほぼ全世界で統合を完了した当社グループのグローバル情報システムを強力なツールとして、業務品質と生

産性のさらなる向上に繋げていく所存です。

　当社グループは、今後も目標とする企業像として “ 高品質なサービスをワンストップで提供するグローバル・

ロジスティクス・パートナー ”を掲げ、全員が第二次連結中期経営計画２年目の目標達成に注力し、利益の確保と

企業価値の向上を目指し、一丸となって邁進いたします。

  以上のとおり、当社グループの業績は中国及び米国の景気の動向、原油価格の高騰などにより変動する可能性が

ありますが、現時点における平成19年３月期の業績予想は営業収入285,000百万円（対前期比6.0％増）、営業利益

は11,000百万円（同22.9％増）、経常利益は11,000百万円（同15.5％増）を見込んでおります。

 以上
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２．財政状態

(1）当中間連結会計期間の概況

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
2,076 5,136 3,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△2,238 △1,067 1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△598 △2,728 △2,129

換算差額（百万円） 327 △396 △724

現金及び現金同等物の増減額

（百万円）
△432 943 1,376

現金及び現金同等物の中間期末残高

（百万円）
16,227 16,651 423

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して3,059百万円増加し、当中間連結会計年

度においては5,136百万円となりました。税金等調整前中間純利益は、前年同期と比較して1,093百万円増加し

4,662百万円となり、減価償却費は前年同期と比較して395百万円増加し1,983百万円となりました。また、売上債

権の減額による収入は、前年同期と比較して366百万円増加し1,239百万円となり、仕入債権の減額による支出は、

前年同期と比較して1,450百万円減少し606百万円となりました。なお、法人税等の支払額は、前年同期と比較し

て1,064百万円増加し2,136百万円の支出となりました。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して1,170百万円減少し、当中間連結会計年度に

おいては1,067百万円となりました。有形固定資産の取得による支出は前年同期と比較して513百万円減少し927百

万円となり、ソフトウェアへの投資額が減少に転じたため、その他の増減額も前年同期と比較して904百万円減少

し219百万円の支出となりました。また、投資有価証券の売却による収入は前年同期と比較して112百万円増加し

130百万円となりました。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して2,129百万円増加し、当中間連結会計年度に

おいては2,728百万円となりました。短期借入金の返済は1,972百万円でした。また、配当金の支払額は前年同期

と比較して71百万円増加し359百万円となりました。

　以上の結果から、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末は、前年同期に比べて423百万円増加し16,651百

万円となりました。

(2）通期の見通し

　営業活動によって得られるキャッシュ・フローのうち税金等調整前当期純利益は、前連結会計期間と比較して11

億円増の110億円を見込んでおります。また、減価償却費は前連結会計期間と比較して３億円増の39億円を見込んで

おります。

　投資活動に使用されるキャッシュ・フローは、引続き業容拡大に向けた物流施設への設備投資、ITインフラ整備

を積極的に行う予定であり、20億円の投資を見込んでおります。

　財務活動に使用されるキャッシュ・フローは、今期も設備投資を推し進める方針であり、資金需要は増加する見

込みですが、計画的な資金運用を実施することで有利子負債残高を削減していく所存です。
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(3）キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月中間期

自己資本比率（％） 37.1 41.6 44.0 46.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
72.3 74.0 98.2 87.4

債務償還年数（年） 4.7 5.1 3.5 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
10.0 9.5 13.1 19.0

（注）　自己資本比率：(純資産－少数株主持分)／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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(中間期末)株価終値×期末(中間期末)発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。

※　営業キャッシュ・フローは、連結(中間連結)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(中間連結)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おります。また利払いについては、連結(中間連結)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。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 16,298 16,689 15,745

２．受取手形及び営業未
収金

41,318 46,568 48,078

３．たな卸資産 23 9 11

４．繰延税金資産 658 743 740

５．その他 2,418 2,745 2,434

貸倒引当金 △400 △343 △398

流動資産合計 60,318 58.4 66,412 59.2 66,611 58.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ＊1,2 17,854 19,430 19,276

(2)機械装置及び運搬
具

＊１ 761 810 809

(3）土地 ＊２ 9,640 9,653 9,666

(4）その他 ＊１ 3,289 31,545 30.5 2,709 32,604 29.0 3,300 33,053 29.2

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 205 － 159

(2）のれん  ＊３ － 153 －

(3）その他 4,277 4,482 4.4 4,297 4,450 4.0 4,736 4,895 4.3

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ＊２ 2,654 4,590 4,453

(2）長期貸付金 248 73 150

(3）繰延税金資産 720 286 364

(4）その他 3,626 3,954 3,875

貸倒引当金 △314 6,934 6.7 △169 8,735 7.8 △145 8,698 7.7

固定資産合計 42,963 41.6 45,790 40.8 46,648 41.2

資産合計 103,281 100.0 112,202 100.0 113,259 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び営業未
払金

19,034 22,643 23,418

２．短期借入金 ＊２ 16,073 15,192 15,770

３．未払法人税等 1,821 2,181 2,439

４．繰延税金負債 11 17 4

５．賞与引当金 1,327 1,458 1,038

６．役員賞与引当金 － 42 －

７．その他 7,106 8,588 8,278

流動負債合計 45,374 43.9 50,125 44.7 50,949 45.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ＊２ 9,150 6,646 8,399

２．繰延税金負債 93 42 57

３．退職給付引当金 1,999 1,681 1,882

４．その他 657 365 696

固定負債合計 11,900 11.5 8,736 7.8 11,035 9.7

負債合計 57,274 55.4 58,861 52.5 61,985 54.7
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 990 1.0 － － 1,427 1.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,216 7.0 － － 7,216 6.4

Ⅱ　資本剰余金 4,867 4.7 － － 4,867 4.3

Ⅲ　利益剰余金 32,625 31.6 － － 36,069 31.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

516 0.5 － － 881 0.8

Ⅴ　為替換算調整勘定 △208 △0.2 － － 813 0.7

Ⅵ　自己株式 △0 △0.0 － － △0 △0.0

資本合計 45,016 43.6 － － 49,846 44.0

負債、少数株主持分及
び資本合計

103,281 100.0 － － 113,259 100.0

（純資産の部）       

 Ⅰ　株主資本       

 １．資本金 － － 7,216 6.4 － －

 ２．資本剰余金 － － 4,867 4.4 － －

 ３．利益剰余金 － － 38,161 34.0 － －

 ４．自己株式 － － △0 △0.0 － －

 株主資本合計 － － 50,244 44.8 － －

 Ⅱ　評価・換算差額等       

 １．その他有価証券評価
差額金

－ － 992 0.9 － －

 ２．為替換算調整勘定 － － 612 0.5 － －

 評価・換算差額等合
計

－ － 1,604 1.4 － －

 Ⅲ　少数株主持分 － － 1,491 1.3 － －

 純資産合計 － － 53,340 47.5 － －

 負債及び純資産合計 － － 112,202 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収入 123,741 100.0 136,759 100.0 268,796 100.0

Ⅱ　営業原価 105,210 85.0 115,829 84.7 228,719 85.1

営業総利益 18,531 15.0 20,929 15.3 40,076 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 15,016 12.2 16,319 11.9 31,123 11.6

営業利益 3,515 2.8 4,610 3.4 8,953 3.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 67 114 168

２．受取配当金 14 9 26

３．持分法による投資
利益

5 － －

４．連結調整勘定償却 13 － 27

５．負ののれん償却額 － 13 －

６．為替差益 219 232 792

７．雑収入 147 467 0.4 125 495 0.3 234 1,248 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 263 258 530

２．持分法による投資損失 － 2 8

３．雑支出 47 310 0.2 56 317 0.2 141 680 0.3

経常利益 3,671 3.0 4,788 3.5 9,522 3.5

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ＊２ － － 88   

２．投資有価証券売却益  － － 85   

３．子会社株式売却益  － － 2   

４．貸倒引当金取崩益  － － 282   

５．前期損益修正益  － － － － － － 78 535 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ＊３ 7 4 32

２．特別退職金 67 － 105

３．電話加入権評価損 － － 6

４．ゴルフ会員権評価損 3 － 3

５．投資有価証券評価損 23 － 19

６．投資有価証券売却損 － 3 －

７．事業再編に伴う退職金 － 29 －

８．不正事故損失 － 102 0.1 88 125 0.1 － 167 0.0

税金等調整前中間
(当期)純利益

3,568 2.9 4,662 3.4 9,890 3.7

法人税、住民税及び事
業税

＊４ 1,467 1,868 3,876

法人税等調整額 － 1,467 1.2 － 1,868 1.4 △99 3,776 1.4

少数株主利益 158 0.1 210 0.1 438 0.2

中間（当期）純利益 1,943 1.6 2,583 1.9 5,674 2.1
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書  

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,867 4,867

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

4,867 4,867

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 31,093 31,093

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 1,943 1,943 5,674 5,674

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 287 575

２．役員賞与 123 411 123 699

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

32,625 36,069
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）  

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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
7,216 4,867 36,069 △0 48,152

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）(注)   △359  △359

役員賞与　　（百万円）(注)   △131  △131

中間純利益（百万円）   2,583  2,583

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 2,092 － 2,092

平成18年９月30日　残高

（百万円）
7,216 4,867 38,161 △0 50,244

評価・換算差額等

少数株主持分 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

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
881 813 1,694 1,427 51,274

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）(注)     △359

役員賞与　　（百万円）(注)     △131

中間純利益（百万円）     2,583

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

110 △200 △89 63 △26

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
110 △200 △89 63 2,066

平成18年９月30日　残高

（百万円）
992 612 1,604 1,491 53,340

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 3,568 4,662 9,890

減価償却費 1,588 1,983 3,603

連結調整勘定償却額 6 － 13

のれん償却額 － 5 －

賞与引当金の増(減)額 359 425 51

役員賞与引当金の増(減)額 － 42 －

退職給付引当金の増（減)額 47 △204 △86

貸倒引当金の増(減)額 △7 △28 △203

受取利息及び受取配当金 △81 △123 △194

支払利息 263 258 530

投資有価証券売却損益 － 3 △83

投資有価証券評価損 23 － 19

子会社株式売却益 － － △2

ゴルフ会員権評価損 3 － 3

電話加入権評価損 － － 6

持分法による投資損益 △5 2 8

固定資産売却益 － － △88

固定資産除却損 7 4 32

売上債権の(増)減額 872 1,239 △3,655

仕入債務の増(減)額 △2,057 △606 621

役員賞与の支払額 △123 △131 △123

その他の増減額 △1,127 △97 △62

小計 3,339 7,437 10,281

利息及び配当金の受取額 83 105 196

利息の支払額 △273 △269 △533

法人税等の支払額 △1,071 △2,136 △2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,076 5,136 6,967
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4 △1 △7

定期預金の払戻による収入 － 0 36

有形固定資産の取得による支出 △1,440 △927 △3,391

有形固定資産の売却による収入 16 42 230

投資有価証券の取得による支出 △10 △75 △1,215

投資有価証券の売却による収入 18 130 90

子会社株式の売却による収入 － － 100

貸付けによる支出 △2 △2 △37

貸付金の回収による収入 5 5 181

敷金・保証金の預入による支出 △285 △161 △679

敷金・保証金の回収による収入 591 142 762

その他の増減額 △1,124 △219 △2,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,238 △1,067 △6,376

Ⅲ　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 331 △1,972 △522

ファイナンス・リース債務の返済
による支出 △24 △23 △54

長期借入れによる収入 300 576 300

長期借入金の返済による支出 △812 △834 △1,621

自己株式の取得による支出 － － △0

少数株主からの払込による収入 23 － 59

配当金の支払額 △287 △359 △575

少数株主への配当金の支払額 △129 △114 △152

財務活動によるキャッシュ・フロー △598 △2,728 △2,566

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 327 △396 1,021

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △432 943 △952

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 16,660 15,707 16,660

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末（期末）
残高 ＊１ 16,227 16,651 15,707
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

(1)連結子会社の数： 49社

　国内10社、海外39社、合計49社

の子会社を連結範囲に含めておりま

す。

　主要な連結子会社名は次の通りで

あります。

(1)連結子会社の数： 52社

　国内11社、海外41社、合計52社

の子会社を連結範囲に含めておりま

す。

　主要な連結子会社名は次の通りで

あります。

(1)連結子会社の数： 53社

 　国内11社、海外42社、合計53社

の子会社を連結範囲に含めておりま

す。

　主要な連結子会社名は次の通りで

あります。

（国内連結子会社）

株式会社近鉄ロジスティクス・シ

ステムズ

近鉄航空配送株式会社

株式会社近鉄コスモス

株式会社近鉄エクスプレス九州

（海外連結子会社）

KINTETSU WORLD EXPRESS

(U.S.A.),INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(CANADA) INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(U.K.)LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(DEUTSCHLAND)GmbH.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(BENELUX)B.V.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(HK)LTD.

KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS

(S) PTE.LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(TAIWAN),INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(THAILAND)CO.,LTD.

BEIJING KINTETSU WORLD 

EXPRESS CO.,LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS 

(KOREA),INC.

　当連結会計年度より会社設立によ

り、KINTETSU WORLD EXPRESS 

(VIETNAM),INC. 、SUZHOU 

KINTETSU LOGISTICS CO.,LTD. 、

KINTETSU WORLD EXPRESS 

(SWEDEN) AB 、KINTETSU WORLD 

EXPRESS (EA) B.V. 、KINTETSU 

AEROSPACE LOGISTICS,LTD. 、株式

会社近鉄エクスプレス四国を新たに

連結子会社としております。

（国内連結子会社）

株式会社近鉄ロジスティクス・シ

ステムズ

近鉄航空配送株式会社

株式会社近鉄コスモス

株式会社近鉄エクスプレス九州

（国内連結子会社）

株式会社近鉄ロジスティクス・シ

ステムズ

近鉄航空配送株式会社

株式会社近鉄コスモス

株式会社近鉄エクスプレス九州

（海外連結子会社）

KINTETSU WORLD EXPRESS

(U.S.A.),INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(CANADA) INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(U.K.)LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(DEUTSCHLAND)GmbH.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(BENELUX)B.V.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(HK)LTD.

KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS

(S) PTE.LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(TAIWAN),INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(THAILAND)CO.,LTD.

BEIJING KINTETSU WORLD 

EXPRESS CO.,LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS 

(KOREA),INC.

　当連結会計年度より、会社設立に

より、KINTETSU WORLD EXPRESS

(VIETNAM),INC. 、SUZHOU 

KINTETSU LOGISTICS CO.,LTD. を

新たに連結子会社としております。

（海外連結子会社）

KINTETSU WORLD EXPRESS

(U.S.A.),INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(CANADA) INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(U.K.)LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(DEUTSCHLAND)GmbH.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(BENELUX)B.V.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(HK)LTD.

KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS

(S) PTE.LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(TAIWAN),INC.

KINTETSU WORLD EXPRESS

(THAILAND)CO.,LTD.

BEIJING KINTETSU WORLD 

EXPRESS CO.,LTD.

KINTETSU WORLD EXPRESS 

(KOREA),INC.

　前連結会計年度において連結子会

社であった KINTETSU WORLD 

EXPRESS CHILE LIMITADA は、清算

したため連結の範囲から除いており

ます。

２．持分法の適用に関する

事項

(1)持分法適用の関連会社

関連会社　３社

株式会社グローバルエアカーゴ

サービス

株式会社エスイーティー

ロジスティクス・クオリティー・

レジスター・インク株式会社

(1)持分法適用の関連会社

関連会社　３社

商船三井ロジスティクス株式会社

株式会社グローバルエアカーゴ

サービス

ロジスティクス・クオリティー・

レジスター・インク株式会社

 前連結会計年度において持分法適

用会社としておりました株式会社

エスイーティーについては、同社

株式の全部を売却したことにより、

当連結会計年度においては持分法

適用範囲から除外しております。

(1）持分法適用の関連会社

関連会社　４社

株式会社グローバルエアカーゴ

サービス

株式会社エスイーティー

ロジスティクス・クオリティー・

レジスター・インク株式会社

　当連結会計年度より商船三井ロ

ジスティクス株式会社を新たに持

分法適用会社としております。
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

　すべての連結子会社の中間決算日

は６月30日であり、同日現在の中間

決算財務諸表を使用しておりますが、

中間連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整

が行われております。

　なお、KINTETSU WORLD EXPRESS

(VIETNAM),INC.は平成17年３月28

日から平成17年６月30日（３ヶ月決

算）、SUZHOU KINTETSU 

LOGISTICS CO.,LTD. は平成17年６

月１日から平成17年６月30日（１ヶ

月決算）となっております。

　すべての連結子会社の中間決算日

は６月30日であり、同日現在の中間

決算財務諸表を使用しておりますが、

中間連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整

が行われております。

　すべての連結子会社の決算日は12

月31日であり、同日現在の決算財務

諸表を使用しておりますが、連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては連結上必要な調整が行われて

おります。

　なお、KINTETSU WORLD EXPRESS 

(VIETNAM) INC. は、平成17年３月

28日から平成17年12月31日（９ヶ

月決算）、SUZHOU KINTETSU 

LOGISTICS CO.,LTD. は、平成17年

６月１日から平成17年12月31日

（７ヶ月決算）、となっております。

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)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

満期保有目的債権

償却減価法(定額法)

 ───────  ───────

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入

法、売却原価は総平均法）によっ

ております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間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、売却原価は総平均法）に

よっております。

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法、

売却原価は総平均法）によってお

ります。

時価のないもの

総平均法による原価法によってお

ります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法

有形固定資産

　当社及び国内子会社については、

建物は定額法、その他については

定率法によっております。

　また、在外子会社については、

主として見積耐用年数に基づいた

定額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。

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法

有形固定資産

　当社及び国内子会社については、

建物は定額法、その他については

定率法によっております。

　また、在外子会社については、

主として見積耐用年数に基づいた

定額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。

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

有形固定資産

　当社及び国内子会社については、

建物は定額法、その他については

定率法によっております。

　また、在外子会社については、

主として見積耐用年数に基づいた

定額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 16年～47年

車両運搬具 ３年～６年

器具備品 ３年～10年

建物 13年～47年

車両運搬具 ３年～６年

器具備品 ３年～10年

建物 13年～47年

車両運搬具 ３年～６年

器具備品 ３年～10年

無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、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（主として５年）に

基づく定額法によっております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(3)重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、親会社及び国内子会

社については、一般債権につい

ては貸倒実績率による計算額を、

貸倒懸念債権及び破産更生債権

等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。

　また、在外子会社については、

一定の繰入率により計上してい

るほか、債権の回収可能性を検

討して計上しております。

(3)重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金

　当社及び国内子会社について

は、従業員に支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち当

中間連結会計期間対応額を計上

しております。

　また、在外子会社についても

支給見込額のうち当中間連結会

計期間対応額を計上しておりま

す。

ロ 賞与引当金

同左

ロ 賞与引当金

　当社及び国内子会社について

は、従業員に支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち当

連結会計期間対応額を計上して

おります。

　また、在外子会社についても

支給見込額のうち当連結会計期

間対応額を計上しております。

ハ　　　　　　― ハ　役員賞与引当金 

　役員賞与の支出に備えて、当

連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

ハ　　　　　　―　

ニ 退職給付引当金

　当社及び一部の子会社について

は、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。なお、

会計基準変更時差異（3,788百万

円）については、15年による按分

額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の平均残存勤務期

間以内の一定年数（13年）による

按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

　過去勤務債務（67百万円）は、

その発生時の平均残存勤務期間以

内の一定年数（13年）による定額

法により費用処理しております。

ニ 退職給付引当金

同左

ニ 退職給付引当金

　当社及び一部の子会社について

は、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　会計基準変更時差異（3,788百

万円）は、15年による按分額を費

用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（13年）によ

る按分額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す。

　過去勤務債務(67百万円)は、そ

の発生時の平均残存勤務期間以内

の一定年数(13年)による定額法に

より費用処理しております。
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(4)在外連結子会社の会計処理基準

の差異

　在外連結子会社の中間財務諸表は、

それぞれの国において一般に公正妥

当と認められる会計処理基準に基づ

いて作成しております。

(4)在外連結子会社の会計処理基準

の差異

同左

(4）在外連結子会社の会計処理基

準の差異

　在外連結子会社の財務諸表は、そ

れぞれの国において一般に公正妥当

と認められる会計処理基準に基づい

て作成しております。

(5)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、中間決算

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、負債、収益及び費用は、在外子

会社等の中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘定に

含めております。

(5)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、中間決算

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、負債、収益及び費用は、在外子

会社等の中間決算日の直物為替相場

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

及び少数株主持分に含めております。

(5）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、負債、収益及び費用は、在外子

会社等の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に含め

ております。

(6)重要なリース取引の処理方法

　親会社及び国内子会社は、リース

物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・

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。

　また、在外子会社はファイナン

ス・リース取引については、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(6)重要なリース取引の処理方法

同左

(6)重要なリース取引の処理方法

同左

(7)重要なヘッジ会計の方法

イ ヘッジ会計の方法

　為替予約については振当処理の

要件を満たしていることから振当

処理を採用しております。

(7)重要なヘッジ会計の方法

同左

(7)重要なヘッジ会計の方法

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…為替予約取引

　ヘッジ対象…外貨建債権債務

ハ ヘッジ方針

　一定の社内ルールに従い、将来

の為替変動リスク回避のために

ヘッジを行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

(8)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

イ 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(8)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

イ 消費税等の会計処理

同左

(8）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

イ 消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金及び要求払預金のほか

取得日より３ヵ月以内に満期日が

到来する定期預金であります。

同左 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。

───────

───────

───────

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準第４号平成17年

11月29日)を適用しております。 

　これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ31百万円減少

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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は51,849百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

───────

───────

 表示方法の変更  

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───────

───────

───────

(中間連結貸借対照表)

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘

定」として掲記されていたものは、当中間連

結会計期間から「のれん」と表示しておりま

す。

(中間連結損益計算書)

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘

定償却額」として掲記されていたものは、当

中間連結会計期間から「負ののれん償却額」

と表示しております。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘

定償却額」として掲記されていたものは、当

中間連結会計期間から「のれん償却額」と表

示しております。

───────

───────

───────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

15,173百万円

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

17,407百万円

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

16,584百万円

＊２．担保に供している資産及びその対応債

務

(イ)担保に供している資産

＊２．担保に供している資産及びその対応債

務

(イ)担保に供している資産

＊２．担保に供している資産及びその対応債

務

(イ)担保に供している資産

建物及び構築物 1,154百万円

土地 911百万円

投資有価証券 140百万円

計 2,206百万円

建物及び構築物 1,115百万円

土地 911百万円

投資有価証券 140百万円

計 2,166百万円

建物及び構築物 1,134百万円

土地 911百万円

投資有価証券 140百万円

計 2,186百万円

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

長期借入金

（１年内返済予定を含

む）

403百万円

計 403百万円

投資有価証券140百万円は供託をしておりま

す。

長期借入金

（１年内返済予定を含

む）

340百万円

計 340百万円

投資有価証券140百万円は供託をしておりま

す。

長期借入金

（１年内返済予定を含

む）

383百万円

計 383百万円

投資有価証券140百万円は供託をしておりま

す。

＊３．　　　　─────── ＊３．のれん及び負ののれんの表示

　のれん587百万円、負ののれん434百万円

を相殺した差額153百万円を無形固定資産の

「のれん」に計上しております。

＊３．　　　　───────

　４．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っております。

　４．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っております。

　４．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っております。

カーゴ・コミュニティ・

システム・ジャパン株式

会社

13百万円

計 13百万円

カーゴ・コミュニティ・

システム・ジャパン株式

会社

6百万円

THE KEODIRELANG GROUP 

(PTY) LIMITED

200百万円

(ZAR 13,000,000)

計 207百万円

カーゴ・コミュニティ・

システム・ジャパン株式

会社

8百万円

THE KEODIRELANG GROUP 

(PTY) LIMITED

248百万円

(ZAR 13,000,000)

計 257百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

給料・手当 7,503百万円

賞与引当金繰入額 849百万円

退職給付費用 425百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円

給料・手当 7,478百万円

賞与引当金繰入額 874百万円

退職給付費用 430百万円

貸倒引当金繰入額 55百万円

給与・手当 14,366百万円

賞与引当金繰入額 950百万円

退職給付費用 815百万円

貸倒引当金繰入額 205百万円

＊２．　　　─────── ＊２．　　　─────── ＊２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

土地及び建物 85百万円

車輌運搬具 3百万円

計 88百万円

＊３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

＊３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

＊３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 7百万円

計 7百万円

建物及び構築物 4百万円

計 4百万円

無形固定資産（その他） 20百万円

建物及び構築物 11百万円

計 32百万円

＊４．当中間連結会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に含めて表示

しております。

＊４．

同左

＊４．　　　───────

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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
 

前連結会計年度末株
式数（百株）

当中間連結会計期間
増加株式数（百株）

当中間連結会計期間
減少株式数（百株）

当中間連結会計期間
末株式数（百株）

発行済株式

普通株式 360,000 － － 360,000

合計 360,000 － － 360,000

自己株式

普通株式 1 － － 1

合計 1 － － 1

２.　配当金支払額

 （1）配当金支払額
 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 359 10 平成18年３月31日 平成18年６月27日

    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの  

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月８日

取締役会
普通株式 359  利益剰余金 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

＊１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

＊１．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

現金及び預金勘定 16,298百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△70百万円

現金及び現金同等物 16,227百万円

現金及び預金勘定 16,689百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△38百万円

現金及び現金同等物 16,651百万円

現金及び預金勘定 15,745百万円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△37百万円

現金及び現金同等物 15,707百万円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

251 145 106

有形固定資
産・その他
(器具・備品)

1,205 682 522

無形固定資
産・その他
(ソフトウェ
ア)

793 453 339

合計 2,249 1,280 969

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

251 170 81

有形固定資
産・その他
(器具・備品)

1,129 731 397

無形固定資
産・その他
(ソフトウェ
ア)

771 554 216

合計 2,151 1,456 695

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

251 157 93

有形固定資
産・その他
(器具・備品)

1,186 747 438

無形固定資
産・その他
(ソフトウェ
ア)

799 510 288

合計 2,236 1,415 821

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 423百万円

１年超 575百万円

合計 998百万円

１年内 368百万円

１年超 352百万円

合計 720百万円

１年内 406百万円

１年超 442百万円

合計 849百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 249百万円

減価償却費相当額 235百万円

支払利息相当額 11百万円

支払リース料 231百万円

減価償却費相当額 219百万円

支払利息相当額 8百万円

支払リース料 485百万円

減価償却費相当額 459百万円

支払利息相当額 21百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 240百万円

１年超 348百万円

合計 589百万円

１年内 271百万円

１年超 628百万円

合計 899百万円

１年内 176百万円

１年超 272百万円

合計 448百万円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

 (減損損失について）

同左
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②　有価証券

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 956 1,826 870

(2）債券 － － －

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 956 1,826 870

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間においては減損処理を

行なっておりません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

１.満期保有目的の債券

　　償還期限到来済の割引国債 140

２.その他有価証券

　　非上場株式 445

　関連会社株式 242

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 1,200 2,871 1,671

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,200 2,871 1,671

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間においては減損処理を

行なっておりません。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

１.満期保有目的の債券

　　償還期限到来済の割引国債 140

２.その他有価証券

　　非上場株式 287

　関連会社株式 1,290

（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 962 2,448 1,485

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 962 2,448 1,485

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度においては減損処理を行なっ

ておりません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

１．満期保有目的の債券

償還期限到来済の割引国債 140

２．その他有価証券

非上場株式 439

関連会社株式 1,426

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)

　先物為替予約が付され、決算時における自国通貨額が確定している外貨建金銭債権債務等は、中間連結（連結）貸

借対照表に当該自国通貨で表示しているため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　貨物運送事業の営業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収入の合計及び営業利益の合計に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

アジア・オ
セアニア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収入及び営業利益

営業収入

(1）外部顧客に対する営

業収入
59,773 14,826 9,535 39,607 123,741 － 123,741

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
607 1,912 561 549 3,630 △3,630 －

計 60,380 16,738 10,096 40,156 127,372 △3,630 123,741

営業費用 58,878 16,406 9,987 38,550 123,822 △3,595 120,226

営業利益 1,502 332 109 1,606 3,549 △34 3,515

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

東南アジ
ア・中近東
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収入及び営業利益

営業収入

(1）外部顧客に対する営

業収入
62,275 17,401 11,169 33,698 12,216 136,759 － 136,759

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
645 2,220 671 588 174 4,299 △4,299 －

計 62,920 19,621 11,840 34,286 12,390 141,059 △4,299 136,759

営業費用 61,526 18,820 11,567 32,578 11,890 136,384 △4,234 132,149

営業利益 1,393 801 272 1,707 500 4,675 △64 4,610

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

アジア・オ
セアニア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収入及び営業利益

営業収入

(1）外部顧客に対する営

業収入
122,875 33,162 21,560 91,197 268,796 － 268,796

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
1,453 4,197 1,158 1,304 8,113 △8,113 －

計 124,328 37,359 22,719 92,502 276,910 △8,113 268,796

営業費用 120,660 36,098 22,528 88,626 267,913 △8,070 259,842

営業利益 3,668 1,261 191 3,876 8,996 △42 8,953
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　（注）１．地域区分は事業活動の相互関連性及び地理的近接度を考慮し、区分しております。

　      ２．本年１月において、より地域の特性に応じた経営の効率化、販売・管理の強化を図るべくアジア・オセアニ

ア本部を「東アジア・オセアニア本部」、「東南アジア・中近東本部」へと２分割しており、これを受けて、

セグメント情報の地域区分を同様に変更しました。当該地域区分の変更に伴い、欧州・アフリカ区分に含ま

れていた中近東諸国に関しては、東南アジア・中近東区分へと計上区分の変更がなされています。

３．当中間連結会計期間の本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブル

グ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、アフ

リカ諸国

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナム、中

近東諸国

４．前中間連結会計期間及び前連結会計年度の本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブル

グ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、アフ

リカ、中近東諸国

(3）アジア・オセアニア……………香港、中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、インド、

フィリピン、オーストラリア及びその他のアジア・オセアニア諸国

　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当期において用いた区分の方法により

区分すると次のようになります。

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

東南アジ
ア・中近東
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収入及び営業利益

営業収入

(1）外部顧客に対する営

業収入
59,773 14,826 9,533 30,039 9,568 123,741 － 123,741

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
607 1,912 555 462 184 3,722 △3,722 －

計 60,380 16,738 10,089 30,502 9,753 127,464 △3,722 123,741

営業費用 58,878 16,406 9,967 29,303 9,342 123,898 △3,671 120,226

営業利益 1,502 332 121 1,198 411 3,566 △51 3,515

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州・アフ
リカ
（百万円）

東アジア・
オセアニア
（百万円）

東南アジ
ア・中近東
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収入及び営業利益

営業収入

(1）外部顧客に対する営

業収入
122,875 33,162 21,556 68,616 22,586 268,796 － 268,796

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
1,453 4,197 1,145 1,138 380 8,314 △8,314 －

計 124,328 37,359 22,701 69,754 22,966 277,111 △8,314 268,796

営業費用 120,660 36,098 22,499 66,878 22,007 268,144 △8,301 259,842

営業利益 3,668 1,261 202 2,875 959 8,966 △13 8,953
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５．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

 「中間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」(役員賞与に関する会計基準）に記載のとお

り、当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は31百万円増

加し、営業利益が同額減少しております。

ｃ．海外営業収入

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

米州 欧州・アフリカ
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 14,828 9,543 39,609 63,981

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － 123,741

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入に占

める割合（％）
12.0 7.7 32.0 51.7

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

米州
欧州・
アフリカ

東アジア・オ
セアニア

東南アジア・
中近東

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 17,403 11,172 33,699 12,217 74,493

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － － 136,759

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％）
12.7 8.2 24.7 8.9 54.5

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

米州 欧州・アフリカ
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 33,167 21,576 91,201 145,945

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － 268,796

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入に占

める割合（％）
12.4 8.0 33.9 54.3

　（注）１．地域区分は事業活動の相互関連性及び地理的近接度を考慮し、区分しております。

　      ２．本年１月において、より地域の特性に応じた経営の効率化、販売・管理の強化を図るべくアジア・オセア

ニア本部を「東アジア・オセアニア本部」、「東南アジア・中近東本部」へ２分割しており、これを受け

て、セグメント情報の地域区分を同様に変更しました。当該地域区分の変更にともない、欧州・アフリカ

区分に含まれていた中近東諸国に関しては、東南アジア・中近東区分へと計上区分の変更がなされていま

す。

３．当中間連結会計期間の各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブ

ルグ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、

アフリカ諸国

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナム、

中近東諸国
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４．前中間連結会計期間及び前連結会計年度の各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブ

ルグ、スイス、アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、

アフリカ、中近東諸国

(3）アジア・オセアニア……………香港、中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、インド、

フィリピン、オーストラリア及びその他のアジア・オセアニア諸国

　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の海外営業収入を、当期において用いた区分の方法により

区分すると次のようになります。

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

米州
欧州・
アフリカ

東アジア・オ
セアニア

東南アジア・
中近東

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 14,828 9,541 30,042 9,569 63,981

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － － 123,741

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％）
12.0 7.7 24.3 7.7 51.7

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

米州
欧州・
アフリカ

東アジア・オ
セアニア

東南アジア・
中近東

計

Ⅰ　海外営業収入（百万円） 33,167 21,570 68,620 22,588 145,945

Ⅱ　連結営業収入（百万円） － － － － 268,796

Ⅲ　海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％）
12.4 8.0 25.5 8.4 54.3

５．海外営業収入は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収入であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,250.46円

１株当たり中間純利益 53.98円

１株当たり純資産額 1,440.27円

１株当たり中間純利益   71.78円

１株当たり純資産額 1,380.35円

１株当たり当期純利益 153.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　なお、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。

　（注）　１株当たり中間（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。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益 1,943百万円     2,583百万円 5,674百万円

普通株主に帰属しない金額 － － 154百万円

（うち役員賞与） (－) (－) ( 138百万円)

普通株式に係る中間（当期）純利益 1,943百万円       2,583百万円 5,520百万円

期中平均株式数 35,999千株       35,999千株       35,999千株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．仕入・販売の状況
(1）仕入実績

　当社グループは貨物運送事業の単一セグメントでありますが、仕入の状況を品目別に分けると次のとおりでありま

す。

品目

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（百万円）

対前年同期増減率（％）

貨物運送事業   

国際航空貨物（利用航空運送事業、輸入

混載貨物事業等）
70,469 10.1

国際海上貨物（利用外航運送事業等） 16,928 12.2

国内航空貨物（利用航空運送事業等） 5,814 △4.1

その他 6,655 11.7

合計 99,868 9.6

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．国内航空貨物は、日本国内における航空貨物運送業であります。

(2）販売実績

　当社グループは貨物運送事業の単一セグメントでありますが、販売の状況を品目別に分けると次のとおりでありま

す。

品目

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（百万円）

対前年同期増減率（％）

貨物運送事業   

国際航空貨物（利用航空運送事業、輸入

混載貨物事業等）
94,731 10.7

国際海上貨物（利用外航運送事業等） 21,981 13.7

国内航空貨物（利用航空運送事業等） 8,085 0.6

その他 11,960 10.7

合計 136,759 10.5

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．相手先別の販売実績については、総販売実績に対して100分の10を超える相手先はありませんので、記載を省

略しております。

３．国内航空貨物は、日本国内における航空貨物運送業であります。
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