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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 46,840 ― 1,971 ― 2,219 ― 1,280 ―

20年3月期第1四半期 43,597 △0.9 2,060 △25.3 2,340 △21.8 1,395 △19.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 30.34 ―

20年3月期第1四半期 33.09 ―

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

21年3月期第1四半期 91,903 56,976 60.1 1,309.32
20年3月期 98,366 59,614 58.7 1,368.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  55,214百万円 20年3月期  57,725百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 95,500 ― 3,800 ― 4,300 ― 2,700 ― 64.03
通期 201,000 7.2 9,400 △8.0 10,300 △13.9 6,100 △16.1 144.65

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月25日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも予想数値を修正しております。 
詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  42,220,800株 20年3月期  42,220,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  50,232株 20年3月期  50,236株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  42,170,568株 20年3月期第1四半期  42,170,139株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

（１）当期の概況 

  当第１四半期における世界経済は、サブプライムローン問題に起因する信用収縮や資源価格等の高騰によるイン

 フレ懸念が強まり、一段と先行きの不透明さが増しました。 

  一方、日本経済は、原油をはじめとする資源価格の上昇や海外景気の減速を背景に、資源国や新興国向け輸出の

 勢いの鈍化などが企業収益を圧迫しはじめています。また国内の物価もエネルギーや食品を中心に上昇基調を強め

 ており家計の負担感が高まるなど、景気を巡る環境は厳しさを増し、調整色の強い状況にあります。 

  

  このような状況の下、国際貨物輸送の市場は、全般に景気後退色の強い北米向けは伸び悩み気味ながら、新興国

 向けを中心に堅調さを維持し、当社の当第１四半期における取扱量も概ねこの傾向に添ったものではありました 

 が、一方で、費用面では、原油高に伴う各種のコストアップや先行投資的費用の負担がありました。 

  この結果、当第１四半期の連結業績は、以下のとおりとなりました。 

  

（２）事業の種類別セグメントの業績 

 ① 貨物運送事業 

  海外における貨物の取扱量は、航空・海上ともに北米を除いて総じて堅調でした。日本においては、航空輸入の

 取扱いは、食品等の消費財の荷動きの低迷が続く市場の情勢を反映して引き続き厳しい状況だったものの、航空輸

 出は、出足の鈍かった前年同期と比べて堅調、また、海上貨物の取扱いもパナルピナ社との提携効果により堅調で

 した。 

  この結果、貨物運送事業の営業収益は45,336百万円（前年同期比7.3％増）となりました。 

  一方で、原油高に伴う燃油サーチャージの値上げが前年同期以降相次いでいること、および、日本において、パ

 ナルピナ社との業務提携を受けた海上貨物の取扱体制強化が前期の後半から本格化したことによる費用増が主な要

 因となり、営業利益は1,751百万円（同9.6％減）となりました。 

  

 ② 旅行事業 

  法人の業務渡航取扱が増加し、一般観光事業の販売も順調に推移した為、旅行事業の営業収益は1,465百万円  

 （前年同期比12.3％増）、営業利益は150百万円（同72.6％増）となりました。 

  

 ③ その他事業 

  その他事業に関しましては、営業収益は407百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は62百万円（同89.5％増）

 となりました。 

  

（単位：百万円未満四捨五入） 

  当第１四半期 前第１四半期 
対前年同期比 

増減額 増減率 

営業収益 46,840 43,597 3,243 7.4％ 

営業利益 1,971 2,060 △89 △4.3％ 

経常利益 2,219 2,340 △121 △5.2％ 

四半期純利益 1,280 1,395 △115 △8.3％ 
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（３）所在地別セグメントの業績 

 ① 日本 

  貨物事業においては、航空輸出は、依然として燃油高を主因とする海上輸送への移行基調にあるものの、自動車

 関連品および液晶関連部材の緊急輸送により欧州ならびに中華圏を中心としたアジア地域への出荷が旺盛で、出足

 の鈍かった前年同期に比べ、業界平均を上回る大幅な取扱いの増加となりました。航空輸入は、前期から続く荷動

 きの低迷に回復の兆しがみられず、当社の取扱量も前年同期の実績を下回る結果となりました。海上輸出は、航空

 貨物からの輸送切り替えやパナルピナ社との業務提携による効果もあって取扱いは堅調に推移し、また、海上輸入

 は、航空と同じく市況の影響を受けたものの、前年同期をやや上回る取扱いとなりました。 

  旅行事業につきましては、当第１四半期は、法人による業務渡航および一般観光事業の販売がいずれも順調な取

 扱いでした。 

  この結果、国内連結子会社を含めた営業収益は22,459百万円（前年同期比12.1％増）となりましたが、航空会社

 による相次ぐ燃油サーチャージの値上げからなるコスト上昇がいっそう顕著となったこと、および、海上貨物の取

 扱体制強化を鋭意推進しており、その先行費用の増加があったこと等により、営業利益は481百万円（同40.9％ 

 減）となりました。 

  

 ② 北米 

  航空輸出は、米国からの自動車関連品および医療機器の出荷が堅調に推移しましたが、カナダにおいて前年同期

 の旺盛な需要が当第１四半期は見られなかったことにより、前年同期の実績を下回る取扱いとなりました。航空輸

 入は、前期に大量出荷のあった航空機関連部品の海上貨物へのシフトによる反動減や米国の景気後退の影響はある

 ものの、自動車関連および家電を中心に概ね前年同期並みの荷動きとなりました。海上貨物は、物流資材の輸出 

 や、航空輸送から切り替えとなった航空機関連部品の輸入が増加して取扱いが伸び、また、ロジスティクス事業 

 は、米国のマイアミを拠点とする中南米向け部品在庫・輸送手配業務の新規取扱開始やカナダでの倉庫事業の拡大

 などがありました。 

  円への換算レートが前年同期よりも円高に大きくふれたこともあり、営業収益は4,259百万円（前年同期比2.1％

 減）となり、営業利益は、ロジスティクス事業拡大に伴う人件費等の費用増やトラック費用高騰の影響で、159百 

 万円（同13.0％減）となりました。 

  

 ③ 欧州 

  航空輸出は、医療機器の荷動きが順調、また、自動車関連部品も堅調で、概ね前年同期並みに推移しました。航

 空輸入は、ドイツおよびオランダにおけるゲートウェイ拠点へ混載出荷を集中させる等により、サービス品質向上

 ならびに業務効率の改善に努め、自動車関連部品や事務機器、精密機器の取扱いを伸ばしました。海上貨物におい

 ても自動車関連部品および家電等の輸入の荷動きが堅調であり、また、ロジスティクス事業は、ドイツのデュッセ

 ルドルフの新倉庫等で、順調に取扱いを拡大しました。 

  この結果、営業収益は5,511百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は、倉庫要員増加による人件費増やポーラ

 ンド等の新興マーケットへの展開費用増により、330百万円（同1.0％増）となりました。 

  

 ④ 東アジア 

  航空輸出は、米国向けの薄型テレビ等の取扱いがサブプライムローン問題に端を発する景気後退感の影響で減少

  いたしました。一方、電子機器、自動車関連の荷動きは総じて堅調で、前年同期の実績を上回る取扱いとなりまし

 た。航空輸入も、中国および台湾への液晶関連部材の物量増が顕著であったほか、電子部品や自動車関連部品の取

 扱いも堅調に推移いたしました。海上貨物におきましては、航空同様に液晶関連品部材や日本へ返送する物流資材

 の取扱いが好調でしたが、現地調達率の上昇によって一部部材のアジア域内での荷動き低下などがありました。 

  この結果、営業収益は8,072百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益は、仕入れの工夫および拠点展開を図りつ

 つも販売費及び一般管理費の伸びを抑制したことにより、547百万円（同1.4％増）となりました。 

  

 ⑤ 南アジア・オセアニア 

  航空輸出は、海上貨物へのシフトや景気後退の米国向け出荷減少が一部にみられましたが、マーケットの上昇ト

 レンドに乗るベトナムを中心に、自動車関連部品やデジタル機器関連品の荷動き等、全般的には好調に推移いたし

 ました。航空輸入では、家電、電子部品、自動車関連部品の取扱いが増加し、インドも含めた域内の荷動きが非常

 に活発でした。海上貨物においても、自動車関連部品およびデジタル機器関連品を中心に輸出入とも好調な荷動き

 となりました。 

  この結果、営業収益は7,119百万円（前年同期比12.5％増）となり、この伸びがロジスティクス関連施設や拠点 

 の充実に伴う費用増を十分に吸収して、営業利益は463百万円（同122.5％増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ6,463百万円減少し、91,903百万円となり

ました。これは、法人税や配当金の支払による支出が2,496百万円あったこと、貸付による支出が1,874百万円あった

こと等により現金及び預金が2,255百万円減少したことや、受取手形及び営業未収金が4,085百万円減少したこと等が

主な要因です。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、3,825百万円減少し、34,927百万円となりました。これは、賞与

引当金が1,016百万円増加した一方で、支払手形及び営業未払金が3,060百万円減少したほか、未払法人税が1,419百

万円減少したこと等によります。 

 純資産は利益剰余金の増加の一方、為替換算調整勘定の減少等により56,976百万円となり、自己資本比率は60.1％

となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の連結業績予想につきまして、以下のとおり修正いたし

ます。 

（１）第２四半期連結累計期間の連結業績予想 

 （平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

（単位：百万円未満四捨五入） 

（２）通期の連結業績予想 

 （平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（単位：百万円未満四捨五入） 

（３）修正の理由 

 当第１四半期の日本発の輸出航空貨物の取扱重量の伸びは順調で海外における荷動きも北米を除いて概ね堅調に推

移しておりますが、日本の輸入貨物の取扱件数の頭打ち傾向が長期化しており、今後につきましても不透明な情勢に

あります。更に、原油価格の先高感や住宅関連の米大手金融機関の経営悪化も浮上してきており、米景気低迷の長期

化も予想されます。これらを踏まえ第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を上記のように修正いたします。 

 内外で厳しい経営環境が予想されますが、新中期経営計画に沿って世界に確固たる存在感のある

「TOTAL LOGISTICS PROVIDER」への途に向って着実に歩を進めてまいりたいと思います。 

  

  営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 前回発表予想(A) 

 (平成20年４月25日発表) 99,700 5,000 5,500 3,400 

 今回修正予想(B) 95,500 3,800 4,300 2,700 

 増減額(B)-(A) △4,200 △1,200 △1,200 △700 

 増減率 △4.2％ △24.0％ △21.8％ △20.6％

（参考）前中間期実績 

 （平成20年３月期） 91,622 4,879 5,628 3,364 

 今回修正予想(B) 

 対前中間期実績増減率 4.2％ △22.1％ △23.6％ △19.7％

  営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想(A) 

 (平成20年４月25日発表) 201,000 10,100 11,300 6,700 

 今回修正予想(B) 201,000 9,400 10,300 6,100 

 増減額(B)-(A) － △700 △1,000 △600 

 増減率 － △6.9％ △8.8％ △9.0％ 

（参考）前期実績 

 （平成20年３月期） 187,518 10,216 11,962 7,271 

 今回修正予想(B) 

 対前期実績増減率 7.2％ △8.0％ △13.9％ △16.1％
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（参考） 

 平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の個別業績予想につきましても同様の理由により下記の

とおり修正いたします。 

 1.第２四半期累計期間の個別業績予想 

 （平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

（単位：百万円未満四捨五入） 

 2.通期の個別業績予想 

 （平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（単位：百万円未満四捨五入） 

 なお、業績予想に関する事項につきましては、本日別途開示する「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知ら

せ」もご参照下さい。 

  

（注）上記に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

   要素を含んでおります。実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 前回発表予想(A) 

 (平成20年４月25日発表) 43,700 1,300 1,500 900 

 今回修正予想(B) 42,000 700 1,100 700 

 増減額(B)-(A) △1,700 △600 △400 △200 

 増減率 △3.9％ △46.2％ △26.7％ △22.2％

（参考）前中間期実績 

 （平成20年３月期） 37,184 1,525 1,899 1,060 

 今回修正予想(B) 

 対前中間期実績増減率 13.0％ △54.1％ △42.1％ △34.0％

  営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想(A) 

 (平成20年４月25日発表) 87,200 2,600 3,700 2,200 

 今回修正予想(B) 87,200 2,000 3,300 2,100 

 増減額(B)-(A) － △600 △400 △100 

 増減率 － △23.1％ △10.8％ △4.5％

（参考）前期実績 

 （平成20年３月期） 78,827 3,039 4,642 2,874 

 今回修正予想(B) 

 対前期実績増減率 10.6％ △34.2％ △28.9％ △26.9％
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４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積り実効税率を乗じて計算して

おります。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、且

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて計算しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

・在外子会社の財務諸表項目の換算方法 

 在外連結子会社及び持分法適用会社の収益及び費用は、従来当該子会社等の決算日における直物為替相場によ

り換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均相場により換算しております。 

この変更は、四半期報告制度の導入により四半期財務情報の重要性が増したことに伴い、四半期連結会計期間末

日近くで直物為替相場が著しく変動した場合に起きる、期間損益への異常な影響を排除し、より実態に即した損

益を認識するために行ったものです。 

 これにより、営業収益が1,652百万円、営業利益が106百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が122

百万円それぞれ増加しております。 

 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。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,769 21,024

受取手形及び営業未収金 36,955 41,040

貯蔵品 26 30

繰延税金資産 897 901

その他 4,677 3,744

貸倒引当金 △142 △181

流動資産合計 61,182 66,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,873 19,627

減価償却累計額 △7,355 △7,392

建物及び構築物（純額） 11,518 12,235

機械装置及び運搬具 1,200 1,243

減価償却累計額 △753 △786

機械装置及び運搬具（純額） 447 457

工具、器具及び備品 4,241 4,531

減価償却累計額 △2,718 △2,899

工具、器具及び備品（純額） 1,523 1,632

土地 7,470 7,681

建設仮勘定 46 11

有形固定資産合計 21,004 22,016

無形固定資産   

のれん 28 31

その他 1,208 1,302

無形固定資産合計 1,236 1,333

投資その他の資産   

投資有価証券 2,925 2,806

長期貸付金 471 463

繰延税金資産 1,855 1,859

その他 3,562 3,667

貸倒引当金 △332 △336

投資その他の資産合計 8,481 8,459

固定資産合計 30,721 31,808

資産合計 91,903 98,366
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 18,738 21,798

短期借入金 1,654 1,682

未払法人税等 1,017 2,436

繰延税金負債 14 2

賞与引当金 2,500 1,484

役員賞与引当金 17 －

その他 4,892 5,314

流動負債合計 28,832 32,716

固定負債   

長期借入金 1,400 1,500

繰延税金負債 92 100

退職給付引当金 3,990 3,827

役員退職慰労引当金 206 308

負ののれん 27 33

その他 380 268

固定負債合計 6,095 6,036

負債合計 34,927 38,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,301 4,301

資本剰余金 4,812 4,812

利益剰余金 47,510 46,775

自己株式 △68 △68

株主資本合計 56,555 55,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121 69

為替換算調整勘定 △1,462 1,836

評価・換算差額等合計 △1,341 1,905

少数株主持分 1,762 1,889

純資産合計 56,976 59,614

負債純資産合計 91,903 98,366
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

営業収益  

貨物運送業収益 45,336

旅行業収益 1,465

その他の事業収益 39

営業収益合計 46,840

営業原価  

貨物運送業原価 35,537

旅行業原価 61

その他の事業原価 214

営業原価合計 35,812

営業総利益 11,028

販売費及び一般管理費 9,057

営業利益 1,971

営業外収益  

受取利息 127

受取配当金 26

為替差益 52

持分法による投資利益 12

負ののれん償却額 6

その他 48

営業外収益合計 271

営業外費用  

支払利息 17

固定資産除却損 4

その他 2

営業外費用合計 23

経常利益 2,219

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 102

固定資産売却損 43

特別損失合計 145

税金等調整前四半期純利益 2,075

法人税等 664

少数株主利益 131

四半期純利益 1,280
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分は役務の種類・性質の類似性を考慮し、区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業の名称 

貨物運送事業 …… 航空運送代理店業、利用運送事業、通関業 

旅行事業   …… 一般旅行業、航空代理店業 

その他事業  …… 損害保険代理店業、金融業、不動産賃貸業、人材派遣業 

３．四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、在外子会社及び持分法適用会社の収益

及び費用は、従来当該子会社等の決算日における直物為替相場により換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、期

中平均相場により換算しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業収益合計が「貨物運送事業」で1,652百万円、「その他事業」で５百万円、

それぞれ増加し、また、営業利益は「貨物運送事業」で105百万円、「その他事業」で１百万円それぞれ増加しております。 

なお、「旅行事業」については、セグメントに与える影響はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

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

２．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）北米…………………………………米国、カナダ 

（2）欧州…………………………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ 

（3）東アジア……………………………中国、香港、台湾、韓国 

（4）南アジア・オセアニア……………シンガポール、オーストラリア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン 

３．四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、在外子会社及び持分法適用会社の収益

及び費用は、従来当該子会社等の決算日における直物為替相場により換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、期

中平均相場により換算しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業収益合計が「北米」で338百万円、「欧州」で160百万円、「東アジア」で

547百万円、「南アジア・オセアニア」で624百万円それぞれ増加し、また、営業利益は「北米」で14百万円、「欧州」で10百万

円、「東アジア」で39百万円、「南アジア・オセアニア」で43百万円それぞれ増加しております。 

なお、「日本」については、セグメントに与える影響はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
貨物運送事業 
（百万円） 

旅行事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

営業収益            

（1）外部顧客に対する営業収益 45,336 1,465 39 46,840 － 46,840 

（2）セグメント間の内部営業収益又

は振替高 
－ － 368 368 △368 － 

計 45,336 1,465 407 47,208 △368 46,840 

営業利益 1,751 150 62 1,963 8 1,971 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
東アジア 

（百万円）

南アジア・
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）

営業収益                

（1）外部顧客に対する営業収益 22,407 4,075 5,277 8,007 7,074 46,840 － 46,840 

（2）セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
52 184 234 65 45 580 △580 － 

計 22,459 4,259 5,511 8,072 7,119 47,420 △580 46,840 

営業利益 481 159 330 547 463 1,980 △9 1,971 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

    （百万円未満四捨五入）

 
前年第１四半期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益    

１．貨物運送業収益 42,257  

２．旅行業収益 1,304  

３．その他の事業収益 36 43,597 

Ⅱ 営業原価    

１．貨物運送業原価 32,485  

２．旅行業原価 58  

３．その他の事業原価 229 32,772 

営業総利益   10,825 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   8,765 

営業利益   2,060 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 106  

２．受取配当金 25  

３．為替差益 112  

４．持分法による投資利益 9  

５．負ののれん償却額 9  

６．その他 45 306 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 22  

２．その他 4 26 

経常利益   2,340 

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 1  

２．貸倒引当金戻入益 4 5 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 1  

２．固定資産除却損 2 3 

税金等調整前四半期純利益   2,342 

法人税等   865 

少数株主利益   82 

四半期純利益   1,395 
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（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

（注）１．事業区分は役務の種類・性質の類似性を考慮し、区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業の名称 

貨物運送事業 ……… 航空運送代理店業、利用運送事業、通関業 

旅行事業   ……… 一般旅行業、航空代理店業 

その他事業  ……… 損害保険代理店業、金融業、不動産賃貸業、人材派遣業 

３．営業費用の中の共通費は、全てセグメント別に配賦しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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

２．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）北米 ……………………………… 米国、カナダ 

（2）欧州 ……………………………… 英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ 

（3）東アジア ………………………… 中国、香港、台湾、韓国 

（4）南アジア・オセアニア ………… シンガポール、インドネシア、オーストラリア、タイ、ベトナム、フィリピン 

３．営業費用の中の共通費は、全てセグメント別に配賦しております。 

前年第１四半期     （自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日） （百万円未満四捨五入）

 
貨物運送事業 
（百万円） 

旅行事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

営業収益            

（1）外部顧客に対する営業収益 42,257 1,304 36 43,597 － 43,597 

（2）セグメント間の内部営業収益又は 
 振替高 0 － 371 371 △371 － 

計 42,257 1,304 407 43,968 △371 43,597 

営業費用 40,322 1,217 374 41,913 △376 41,537 

営業利益 1,935 87 33 2,055 5 2,060 

前年第１四半期    （自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日） （百万円未満四捨五入）

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
東アジア 

（百万円）

南アジア・
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）

営業収益                

（1）外部顧客に対する営業収益 19,984 4,152 4,807 8,372 6,282 43,597 － 43,597 

（2）セグメント間の内部営業収益 
 又は振替高 

59 200 226 66 48 599 △599 － 

計 20,043 4,352 5,033 8,438 6,330 44,196 △599 43,597 

営業費用 19,229 4,170 4,707 7,898 6,121 42,125 △588 41,537 

営業利益 814 182 326 540 209 2,071 △11 2,060 

郵船航空サービス㈱（9370）平成21年３月期第１四半期決算短信
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