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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 13,964 ― 222 ― 306 ― 110 ―

20年3月期第1四半期 15,483 5.7 447 △3.0 496 △5.0 243 △15.9

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 2.77 ―

20年3月期第1四半期 6.11 ―

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 26,224 14,888 55.1 363.80
20年3月期 24,930 15,182 59.0 370.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,462百万円 20年3月期  14,716百万円

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 ― 3.50 ― 5.50 9.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

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  無  
 

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 30,000 △1.8 750 △10.7 850 △9.9 450 △53.0 11.32
通期 60,000 0.2 1,800 8.7 2,000 2.8 1,100 △22.4 27.67

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４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４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．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。 
２．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  40,217,590株 20年3月期  40,217,590株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  463,334株 20年3月期  463,334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  39,754,256株 20年3月期第1四半期  39,914,256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 
 当第１四半期連結会計期間における当社グループでは、国際物流事業におきましては、中東、中央アジア、アフリ
カ向けを中心に建設機械・プラント設備などの海上貨物取扱事業が引続き好調に推移いたしました。一方、航空貨物
取扱事業は、燃料サーチャージ高騰に伴う荷主の航空離れ、海上シフトなどの影響により、取扱いが減少いたしまし
たが、他社との共同混載を開始するなど競争力の強化にも努めてまいりました。 
 国内物流事業におきましては、コンビニエンス・ストア向け配送センターの取扱いが好調に推移したものの、医薬
品センターにおいて荷主企業との契約の終了があり、取扱いが減少いたしました。 
 また、一部冷蔵倉庫において集荷活動が遅延していることにより、利益が圧迫される状況となりました。 
 その結果、営業収益は、前年同期比9.8%減の139億64百万円、経常利益は、前年同期比38.4%減の３億６百万円、四
半期純利益は、前年同期比54.8%減の１億10百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①国際物流事業 

海上貨物取扱事業 

 輸出貨物は、中東、中央アジア、アフリカ向け建設機械・プラント・中古自動車、中国向け機械製品などの取扱
いが好調に推移いたしました。 
 輸入貨物は、住宅用建材は依然低調だったものの、中国からの機械部品などの取扱いが堅調に推移いたしまし
た。 
 この結果、営業収益は、前年同期比4.6%増の64億９百万円となりました。 

航空貨物取扱事業 
 輸出貨物は、中東向けに航空機をチャーターするなど好調な面があったものの、アジア向けの半導体製造装置の
大型案件が減少いたしました。 
 輸入貨物は、海上輸送へのシフトなどの影響もあり、中国、欧州からの衣料品の取扱いが低調に推移いたしまし
た。 
 この結果、営業収益は、前年同期比33.0%減の27億59百万円となりました。 

その他の事業  

 その他の事業の営業収益は、前年同期比5.2%減の７億58百万円となりました。 

 以上の結果、国際物流事業の営業収益は、前年同期比10.1%減の99億27百万円となり、営業利益は２億50百万円
となりました。 

②国内物流事業 

倉庫事業 

 普通倉庫においては、医薬部外品・衣料品・飲料などの取扱いがおおむね前年並みに推移したものの、営業収益
全体としては前年同期比5.2%減の７億９百万円となりました。 
 冷蔵倉庫においては、冷蔵倉庫の１棟を不動産賃貸事業から業態を変更したこともあり、営業収益は前年同期比
43.2%増の３億35百万円となりました。 
 この結果、倉庫事業全体の営業収益は、前年同期比6.3%増の10億44百万円となりました。 
運送取扱事業 

 引越業務は、個人向け引越は国内・海外共に順調に推移したものの、企業の景況感の低下から大規模な事務所移
転作業が減少いたしました。 
 この結果、営業収益は、前年同期比11.6%減の10億79百万円となりました。 

配送センター事業 
 コンビニエンス・ストア向けではアイスクリームなどの荷動きが好調だったものの、一部医薬品センターにおい
て荷主企業との契約の終了があり、取扱いが減少いたしました。 
 この結果、営業収益は、前年同期比12.3%減の15億２百万円となりました。 

不動産賃貸事業 
 不動産賃貸事業は、昨年９月に福住倉庫を売却したことと、冷蔵倉庫の１棟を冷蔵倉庫事業に業態を変更したこ
ともあり、営業収益は、前年同期比36.2%減の１億49百万円となりました。 
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その他の事業 
 その他の事業の営業収益は、前年同期比8.6%減の２億60百万円となりました。 

 以上の結果、国内物流事業の営業収益は、前年同期比9.0%減の40億37百万円となり、営業利益は94百万円となり
ました。 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
①日本 

 海上貨物においては、中東、中央アジア、アフリカ向け建設機械・プラント設備などの輸出が好調に推移いたし
ました。航空貨物においては、輸出では中東向けにチャーター案件などがあったものの、アジア向け半導体製造装
置の取扱いが減少いたしました。配送センターにおいては、コンビニエンス・ストア向けが好調に推移いたしまし
た。 
 その結果、営業収益は119億38百万円となり、営業利益は２億90百万円となりました。 

②米州 
 航空貨物においては、航空機部品の輸出、ソーラーパネル製造装置の三国間輸送が好調に推移したものの、海上
貨物においては、プロジェクト案件の小口化により全体的には低調な取扱いとなりました。また、円高ドル安の進
行が、営業収益を圧迫する要因にもなりました。 
 その結果、営業収益は６億77百万円となり、営業利益は９百万円となりました。 
③欧州 

 ドイツでは、プラント設備・鋼材など海上貨物の輸送案件が大幅に減少し、イタリアでは、繊維ブランド品を中
心とした航空貨物の輸出がおおむね前年並みに推移いたしました。英国では、主要代理店業務の取扱い低下の影響
を受け、営業収益は減少いたしました。 
 その結果、営業収益は１億77百万円となり、営業利益は２百万円となりました。 
④アジア 

 香港では、電子部品・アパレル関連の航空貨物の取扱いが減少したものの、国際物流事業（上海）では、設備機
械などの海上貨物の取扱いが増加いたしました。冷凍冷蔵倉庫事業（青島）では、一部中国製冷凍餃子事件の影響
はあったものの、全体としては前年比で取扱いが増加いたしました。インドネシアでは、航空貨物の取扱いが減少
し、タイでは、高速道路設備の海上輸送の取扱いが好調に推移いたしました。 
 その結果、営業収益は11億71百万円となり、営業利益は41百万円となりました。 

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の末日における総資産は262億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億93百万
円の増加となりました。主な要因は、リース会計基準の早期適用によりリース資産が23億７百万円増加したことに
よるものです。純資産は148億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億93百万円の減少となりました。主な
要因は、配当金支払などによるものです。自己資本比率につきましては55.1％となりました。 

  （キャッシュ・フローの状況） 
 当第１四半期連結会計期間の末日における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末
に比べ３億93百万円減少し、20億79百万円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、５億15百万円のネット入金額とな
りました。これは税金等調整前四半期純利益が２億６百万円、減価償却費が２億48百万円などがあったことにより
ます。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、３億38百万円のネット支出額とな
りました。これは有価証券の増加３億96百万円などがあったことによります。 
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  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、４億73百万円のネット支出額となり
ました。これは配当金の支払２億10百万円、長期借入金の約定弁済１億13百万円、リース債務返済による支出83百
万円、短期借入金の減少額50百万円などがあったことによります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 平成20年４月30日に公表しました第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

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 
 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認
められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
 ②固定資産の減価償却費の算定方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しており
ます。 
 ③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異などの発生状
況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ
ランニングを利用しております。 

（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 
①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。 
②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常
の売買取引にかかる会計処理によっております。これにより、営業費用は15百万円減少し、営業外費用は15
百万円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への重要な影響はありません。 
 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。 
③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18号）を適用しております。 
 当該変更による重要な影響はありません。 
④事業の種類別セグメント情報について、前連結会計年度まで「国際物流事業」「国内物流事業」「不動産
賃貸事業」の３区分としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「不動産賃貸事業」を「国内物流
事業」に含め、「国際物流事業」「国内物流事業」の２区分に変更しております。 
 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：千円）

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 2,079,216 2,473,048 
受取手形及び売掛金 6,781,182 7,349,401 
有価証券 1,396,083 998,657 
その他 1,874,591 2,012,032 
貸倒引当金 △5,158 △5,925 

流動資産合計 12,125,915 12,827,214 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 3,930,555 4,101,828 
土地 2,353,358 2,353,358 
リース資産（純額） 2,245,906 － 
その他（純額） 510,372 552,249 
有形固定資産合計 9,040,193 7,007,436 

無形固定資産   
リース資産 61,643 － 
その他 970,069 912,444 
無形固定資産合計 1,031,712 912,444 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,248,559 1,243,520 
敷金及び保証金 2,430,073 2,530,545 
その他 391,583 443,479 
貸倒引当金 △43,651 △34,178 

投資その他の資産合計 4,026,563 4,183,367 

固定資産合計 14,098,468 12,103,249 

資産合計 26,224,384 24,930,463 
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（単位：千円）

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   
支払手形及び買掛金 3,830,478 4,399,817 
短期借入金 680,764 822,049 
1年内償還予定の社債 100,000 100,000 
リース債務 292,662 － 
未払法人税等 101,997 405,172 
賞与引当金 258,021 180,267 
役員賞与引当金 14,412 36,164 
その他 1,540,743 1,286,829 
流動負債合計 6,819,078 7,230,300 

固定負債   
長期借入金 239,404 303,674 
退職給付引当金 857,213 876,894 
役員退職慰労引当金 37,371 38,648 
長期預り金 774,032 788,072 
負ののれん 12,825 15,390 
リース債務 2,105,682 － 
その他 490,344 495,438 
固定負債合計 4,516,874 2,518,118 

負債合計 11,335,953 9,748,418 
純資産の部   
株主資本   
資本金 4,260,631 4,260,631 
資本剰余金 3,359,774 3,359,774 
利益剰余金 6,924,733 7,033,266 
自己株式 △90,819 △90,819 

株主資本合計 14,454,319 14,562,852 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 79,060 56,753 
為替換算調整勘定 △70,789 97,071 

評価・換算差額等合計 8,270 153,824 

少数株主持分 425,840 465,368 
純資産合計 14,888,430 15,182,045 

負債純資産合計 26,224,384 24,930,463 
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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：千円）

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 13,964,780 
営業費用 13,180,508 
営業総利益 784,271 

一般管理費 561,630 
営業利益 222,641 
営業外収益  
受取利息 7,582 
受取配当金 8,136 
為替差益 35,675 
負ののれん償却額 2,565 
持分法による投資利益 28,241 
その他 27,635 
営業外収益合計 109,837 

営業外費用  
支払利息 24,550 
その他 1,695 
営業外費用合計 26,245 

経常利益 306,233 
特別利益  
固定資産売却益 1,595 
違約金収入 1,202 
その他 86 
特別利益合計 2,885 

特別損失  
固定資産除売却損 187 
投資有価証券評価損 31,420 
固定資産臨時償却費 42,703 
その他 28,025 
特別損失合計 102,336 

税金等調整前四半期純利益 206,782 

法人税、住民税及び事業税 77,544 
法人税等調整額 13,766 
法人税等合計 91,310 

少数株主利益 5,356 
四半期純利益 110,115 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 206,782 
減価償却費 248,972 
固定資産臨時償却費 42,703 
受取利息及び受取配当金 △15,718 
支払利息 24,550 
売上債権の増減額（△は増加） 424,210 
仕入債務の増減額（△は減少） △461,024 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 177,697 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 211,952 
その他 △3,824 

小計 856,300 
利息及び配当金の受取額 28,135 
利息の支払額 △32,516 
法人税等の支払額 △336,820 

営業活動によるキャッシュ・フロー 515,099 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △25,048 
無形固定資産の取得による支出 △65,947 
有価証券の純増減額（△は増加） △396,680 
敷金及び保証金の差入による支出 △14,254 
敷金及び保証金の回収による収入 103,323 
その他 60,191 

投資活動によるキャッシュ・フロー △338,416 

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（△は減少） △50,194 
長期借入金の返済による支出 △113,163 
配当金の支払額 △210,593 
割賦債務の返済による支出 △15,750 
リース債務の返済による支出 △83,659 

財務活動によるキャッシュ・フロー △473,361 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △97,153 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,832 

現金及び現金同等物の期首残高 2,473,048 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,079,216 
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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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 
 該当事項はありません。 

（５）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．当社グループの事業活動は、役務の種類、性質及び役務の提供方法から、国際物流事業、国内物流事業に大
別されますので、事業区分の方法はこれに従っております。 

（事業区分の変更） 
 前連結会計年度まで「国際物流事業」「国内物流事業」「不動産賃貸事業」の３区分としておりましたが、
当第１四半期連結会計期間より「不動産賃貸事業」を「国内物流事業」に含め、「国際物流事業」「国内物流
事業」の２区分に変更しております。 
 これは、倉庫事業の顧客との契約形態の多様化に伴い、国内物流事業と区分が困難になったことによるもの
であります。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、国内物流事業の営業収益は1億49百万円
増加し、営業利益は96百万円減少しております。 
２．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18号）を適用しております。 
この変更による各セグメントに与える重要な影響はありません。 

３. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、
通常の売買取引に係る会計処理によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し
て、営業利益は、国内物流事業で14百万円増加しましたが、国際物流事業、全社及び消去に与える影響は
軽微であります。 

 
国際物流 
事業 
（千円） 

国内物流 
事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収
益 

9,927,557 4,037,223 13,964,780 － 13,964,780 

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

75,431 305,787 381,218 (381,218) － 

計 10,002,988 4,343,010 14,345,998 (381,218) 13,964,780 

営業利益 250,321 94,281 344,603 (121,961) 222,641 
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 
(1）米州………アメリカ 
(2）欧州………イギリス、ドイツ等ヨーロッパ 
(3）アジア……中国、香港、インドネシア等東南アジア 
３．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18号）を適用しております。 
この変更による各セグメントに与える重要な影響はありません。 

４. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、
通常の売買取引に係る会計処理によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し
て、営業利益は、日本で14百万円増加しましたが、全社及び消去に与える影響は軽微であります。 

ｃ．海外売上高 
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．海外営業収益は、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益であります。 
２．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
３．各区分に属する主な国又は地域 
(1）米州………アメリカ 
(2）欧州………イギリス、ドイツ等ヨーロッパ 
(3）アジア……中国、香港、インドネシア等東南アジア 

（６）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。 

 
日本 
（千円） 

米州 
（千円） 

欧州 
（千円） 

アジア 
（千円） 計（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益               

(1）外部顧客に対する営
業収益 

11,938,207 677,314 177,738 1,171,519 13,964,780 － 13,964,780 

(2）セグメント間の内部
営業収益又は振替高 

225,762 110,094 69,013 284,059 688,929 (688,929) － 

計 12,163,969 787,409 246,751 1,455,579 14,653,710 (688,929) 13,964,780 

営業利益 290,971 9,796 2,557 41,276 344,603 (121,961) 222,641 

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益（千円） 444,114 318,793 1,425,331 2,188,239 

Ⅱ 連結営業収益（千円）       13,964,780 

Ⅲ 海外営業収益の連結営業収
益に占める割合（％） 

3.2 2.3 10.2 15.7 
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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 
 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業収益 15,483,752 

Ⅱ 営業費用 14,451,978 

営業総利益 1,031,773 

Ⅲ 一般管理費 584,414 

営業利益  447,358 

Ⅳ 営業外収益 67,625 

Ⅴ 営業外費用 18,123 

経常利益  496,860 

Ⅵ 特別利益 1,442 

Ⅶ 特別損失 36,858 

税金等調整前四半期純利益 461,443 

法人税、住民税及び事業税 205,605 

法人税等調整額 6,844 

少数株主利益 5,309 

四半期純利益 243,683 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１.税金等調整前四半期  
  純利益  461,443 

２.減価償却費  175,272 

３.減損損失  9,207 

４.受取利息及び受取配当 
  金  △14,676 

５.支払利息  14,180 

６.売上債権の増加額  △942,431 

７.仕入債務の増加額 54,510 

８.その他の流動資産の減 
  少額 238,243 

９.その他の流動負債の減 
  少額  △14,912 

10.その他 115,966 

小計 96,804 

11.利息及び配当金の受取 
   額  32,176 

12.利息の支払額  △23,668 

13.法人税等の支払額  △229,599 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー △124,287 
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前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１．有形固定資産の取得 
    による支出  △76,068 

２．無形固定資産の取得 
    による支出  △99,959 

３．敷金保証金の支出 △22,034 

４．敷金保証金の回収に 
  よる収入 30,152 

５．その他 21,594 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー △146,315 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１．短期借入金の増加額  690,824 

２. 長期借入金の返済に 
    よる支出  △164,084 

３．配当金の支払額  △124,220 

４．割賦債務の返済によ 
  る支出  △15,750 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 386,770 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 △4,997 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 111,170 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 1,887,760 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 1,998,931 
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（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 
  事業の種類別セグメント情報 
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
国際物流 
事業 
（千円） 

国内物流 
事業 
（千円） 

不動産賃貸
事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営業収
益 

11,047,382 4,201,770 234,599 15,483,752 － 15,483,752 

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

65,224 188,607 19,439 273,271 (273,271) － 

計 11,112,606 4,390,378 254,038 15,757,023 (273,271) 15,483,752 

営業費用 10,659,633 4,189,024 366,299 15,214,957 (178,563) 15,036,393 

営業利益（△損失） 452,973 201,353 △112,260 542,066 (94,707) 447,358 
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