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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）

売上高 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 55,555 ― 1,523 ― 1,800 ― 1,210 ―
20年3月期第1四半期 55,926 1.8 1,473 9.0 1,860 21.6 1,078 14.0

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 12.11 ―
20年3月期第1四半期 10.79 ―

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 103,687 40,997 39.1 405.31
20年3月期 104,779 40,055 37.8 395.74

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  40,523百万円 20年3月期  39,568百万円

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 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

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   

売上高 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 117,000 ― 3,300 ― 3,400 ― 2,400 ― 24.00
通期 232,000 1.9 6,400 22.0 6,600 22.8 3,900 72.9 39.00

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、３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、３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．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は 
   これらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、３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．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  101,363,846株 20年3月期  101,363,846株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,381,946株 20年3月期  1,377,616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  99,983,388株 20年3月期第1四半期  99,997,251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や資源価格の高騰を背景として、先行き不

透明感が強まりました。日本においても資源価格の高騰などのコスト増や米国経済の減速などにより企業

収益が圧迫されるなど景気減速懸念が高まりました。

このような状況のなか、当社グループは、平成20年４月にスタートさせました第３次中期経営計画（平

成20年度～平成22年度）に掲げた「お客様の満足と信頼を得る、真のグローバル・ロジスティクス・プロ

バイダー」を目指してグローバルな事業展開に積極的に取り組んでおります。

当第１四半期は、主力の国際物流事業において、グローバルネットワークの連携強化により顧客の海外

事業展開に伴う物流ニーズに的確に応えるパートナーとして良質なサービスの提供に努めました。海外で

は、インド、ベトナム、ポーランドなど新成長地域での事業基盤の拡充を図るとともに、ASEAN域内輸送サ

ービスの提供やメキシコにVMI倉庫を開設するなど海外間物流の取組みを強化しました。国内では主力の物

流事業に加えて、保有土地の再開発事業を進めるなど不動産事業の拡充に注力しました。

これらの結果、当第１四半期における当社グループの売上高は、前年同期比0.7%減の55,555百万円とな

りました。利益につきましては、営業利益は前年同期比3.4%増の1,523百万円、経常利益は前年同期比3.2%

減の1,800百万円となり、四半期純利益は前年同期比12.2%増の1,210百万円となりました。

(2) 事業の種類別セグメントの業績

① 国際物流事業

海上貨物事業では、輸出は輸送用機器、電機・電子機器などの取扱いが、中国・東南アジア向けを

はじめとして堅調に推移しました。航空貨物事業では、輸出は輸送用機器部品やIC関連部品などが中

国・東南アジア向けを中心として底堅い動きとなり、輸入は、生鮮品、機械部品などは底堅く推移し

たものの、アパレル製品、食品関係の取扱いが減少傾向となるなど、全体的には燃油高による海上輸

送へのシフトが進み厳しい状況が続きました。

　この結果、連結売上高は32,521百万円となりました。

② 国内物流事業

自動車運送事業は、石油化学関連製品の取扱いは底堅く推移しましたが、燃料費の高騰など厳しい

状況が続きました。倉庫事業および構内作業では、食品、化学品などの取扱いが、堅調に推移しまし

た。

　この結果、連結売上高は9,625百万円となりました。

③ 旅行業及びその他の事業

旅行業及びその他の事業では、旅行業において厳しい競争が続くなか、法人の業務渡航取扱いを中

心として堅調に推移しました。

　この結果、連結売上高は13,407百万円となりました。

(3) 所在地別セグメントの業績

① 日本

海上貨物事業では、輸出は輸送用機器、電機・電子部品、機械などの取扱いを中心に、中国・東南

アジア向けなどが堅調に推移し、輸入についても食品、原材料などを中心に概ね堅調でした。

　航空貨物事業では、輸出は電機・IC関連機器や自動車関連部品などの取扱いを中心に中国・東南ア

ジア向けが堅調で、輸入は生鮮品、機械部品などの取扱いは底堅く推移しましたが、アパレル製品、

食品関係の取扱いは減少傾向となり、総じて日本発着貨物量の低調傾向が続きました。

　この結果、連結売上高は47,760百万円となりました。
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② 北米

北米では、輸送用機器、電子部品などのロジスティクス業務は厳しい状況が続きましたが、米国・

メキシコ間ボーダー輸送取扱いが伸長しました。

　この結果、連結売上高は2,646百万円となりました。

③ その他の地域

欧州および東南アジアでは、電機・電子機器、輸送用機器などの輸出入取扱いが底堅く推移すると

ともに、ロジスティクス事業が堅調でした。

　この結果、連結売上高は5,148百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債および純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、株式市場価額の上昇により投資有価証券が増加したものの、

法人税等の支払いによる現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,091百万円減少の

103,687百万円となりました。

　負債は、短期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ2,033百万円減少の62,690百万円となり

ました。

　純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加、および株式市場価額の上昇に伴うその他有価

証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ942百万円増加の40,997百万円となりました。

(2) 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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益などによる資金増加に対し、法人

税等の支払などによる資金減少を控除した結果、366百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより722百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済、配当金の支払などにより、605百万円の支出と

なりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間残高は、前連結会計年度に比べ1,300百万

円減少し、10,565百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績は概ね予想通りに推移しており、平成20年５月12日発表の第２四半期連結累計期間・

通期連結業績予想に変更ありません。

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が、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 繰延税金資産の回収可能性の判断

前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められ

るので、前連結会計年度において使用した将来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。
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③ 税金費用の計算

一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法によっております。

(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 四半期財務諸表に関する会計基準

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。

　なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令

第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適

用しております。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

　なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益への影響はありません。

③ 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

「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」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。 

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

④ リース取引に関する会計基準

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 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」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結

会計期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。この変更による当第１四

半期連結累計期間の損益への影響はありません。

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より法人税法

の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更して

おります。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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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 10,473 11,857

受取手形及び売掛金 32,488 33,522

有価証券 166 87

原材料及び貯蔵品 50 77

その他 4,882 4,608

貸倒引当金 △306 △356

流動資産合計 47,755 49,796

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,590 41,839

減価償却累計額 △26,305 △26,210

建物及び構築物（純額） 15,285 15,629

機械装置及び運搬具 9,307 8,972

減価償却累計額 △7,741 △7,531

機械装置及び運搬具（純額） 1,566 1,440

土地 12,081 12,188

その他 4,099 4,584

減価償却累計額 △2,916 △3,256

その他（純額） 1,182 1,328

有形固定資産合計 30,116 30,586

無形固定資産

のれん 182 242

その他 4,245 4,231

無形固定資産合計 4,427 4,474

投資その他の資産

投資有価証券 18,100 16,579

その他 3,879 3,933

貸倒引当金 △591 △591

投資その他の資産合計 21,388 19,922

固定資産合計 55,931 54,983

資産合計 103,687 104,779
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㈱日 新(9066)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（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

支払手形及び買掛金 19,388 20,685

短期借入金 12,583 13,264

未払法人税等 498 819

賞与引当金 988 1,607

役員賞与引当金 7 28

その他 7,341 7,241

流動負債合計 40,807 43,646

固定負債

長期借入金 14,483 14,117

退職給付引当金 1,571 1,711

役員退職慰労引当金 94 108

その他 5,732 5,138

固定負債合計 21,882 21,077

負債合計 62,690 64,724

純資産の部

株主資本

資本金 6,097 6,097

資本剰余金 4,379 4,379

利益剰余金 25,691 24,678

自己株式 △308 △307

株主資本合計 35,860 34,847

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,573 4,680

繰延ヘッジ損益 △11 △22

為替換算調整勘定 △898 62

評価・換算差額等合計 4,663 4,720

少数株主持分 473 486

純資産合計 40,997 40,055

負債純資産合計 103,687 104,779
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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)

売上高 55,555

売上原価 47,596

売上総利益 7,958

販売費及び一般管理費 6,435

営業利益 1,523

営業外収益

受取利息 20

受取配当金 142

持分法による投資利益 87

為替差益 117

その他 68

営業外収益合計 436

営業外費用

支払利息 140

その他 18

営業外費用合計 159

経常利益 1,800

特別損失

投資有価証券評価損 15

固定資産除却損 4

特別損失合計 19

税金等調整前四半期純利益 1,781

法人税、住民税及び事業税 362

法人税等調整額 197

法人税等合計 560

少数株主利益 9

四半期純利益 1,210
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（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 1,781

減価償却費 628

のれん償却額 60

固定資産除却損 4

投資有価証券評価損益（△は益） 15

持分法による投資損益（△は益） △87

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） △112

受取利息及び受取配当金 △162

支払利息 140

売上債権の増減額（△は増加） △8

その他の流動資産の増減額（△は増加） △895

仕入債務の増減額（△は減少） △138

その他の流動負債の増減額（△は減少） 307

その他 △624

小計 857

利息及び配当金の受取額 202

利息の支払額 △81

法人税等の支払額 △612

営業活動によるキャッシュ・フロー 366

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 △372

無形固定資産の取得による支出 △289

投資有価証券の取得による支出 △29

関係会社株式の取得による支出 △35

貸付けによる支出 △39

その他 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 242

短期借入金の返済による支出 △400

長期借入れによる収入 700

長期借入金の返済による支出 △761

配当金の支払額 △350

その他 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △605

現金及び現金同等物に係る換算差額 △338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,300

現金及び現金同等物の期首残高 11,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,565
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㈱日 新(9066)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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。

　なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附

則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【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)

国内物流事業
（百万円）

国際物流事業
（百万円）

旅行業及び
その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

9,625 32,521 13,407 55,555 ― 55,555

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

979 205 119 1,303 (1,303) ―

計 10,604 32,726 13,527 56,858 (1,303) 55,555

営業利益 378 1,869 150 2,398 (875) 1,523

(注) １．事業区分は、役務の種類・類似性を考慮して国内物流事業、国際物流事業、旅行業及びその他の事業に区分し

ております。

２．各事業の主要な内容

(1) 国内物流事業・・・自動車運送、倉庫、構内作業他

(2) 国際物流事業・・・国際一貫輸送、港湾運送、航空貨物輸送、海外物流他

(3) 旅行業及びその他の事業・・・旅行業、不動産業他

【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)

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

47,760 2,646 5,148 55,555 ― 55,555

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

875 239 547 1,662 (1,662) ―

計 48,635 2,885 5,696 57,217 (1,662) 55,555

営業利益 1,074 104 332 1,511 11 1,523

(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．本邦以外の各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米・・・米国、カナダ他

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他
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㈱日 新(9066)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【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)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,824 7,976 11,800

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 55,555

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

6.88 14.36 21.24

(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．各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米・・・米国、カナダ他

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（ただし、連結会社間の内部売上高を除く。）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

該当事項はありません。
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「参考」

（要約）前年同四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 55,926

Ⅱ 売上原価 47,957

　 売上総利益 7,968

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,494

　 営業利益 1,473

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息及び受取配当金 153

　2. 持分法による投資利益 83

　3. その他 329

　 営業外収益合計 567

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 169

　2. その他 11

　 営業外費用合計 180

　 経常利益 1,860

Ⅵ 特別損失 87

　 税金等調整前四半期純利益 1,773

　 法人税等 704

　 少数株主損失 10

　 四半期純利益 1,078
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「参考」

（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額

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 1,773

 ２ 減価償却費 609

 ３ 売上債権の減少額 179

 ４ 仕入債務の減少額 △601

 ５ その他 △949

　 小計 1,010

 ６ 法人税等の支払額 △1,381

 ７ その他 106

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △264

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 △870

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △146

 ３ その他 43

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △974

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の減少額 △318

 ２ 長期借入金の借入による収入 177

 ３ 長期借入金の返済による支出 △462

 ４ 親会社による配当金の支払額 △401

 ５ その他 △84

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,088

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △54

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △2,380

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 12,513

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 88

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 10,221
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「参考」

【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(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

国内物流事業
（百万円）

国際物流事業
（百万円）

旅行業及び
その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

9,545 33,392 12,987 55,926 ― 55,926

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

782 180 77 1,040 (1,040) ―

計 10,328 33,573 13,065 56,967 (1,040) 55,926

営業費用 9,768 31,704 13,006 54,478 (26) 54,452

営業利益 560 1,868 59 2,488 (1,014) 1,473

(注) １．事業区分は、役務の種類・類似性を考慮して国内物流事業、国際物流事業、旅行業及びその他の事業に区分し

ております。

２．各事業の主要な内容

(1) 国内物流事業・・・自動車運送、倉庫、構内作業他

(2) 国際物流事業・・・国際一貫輸送、港湾運送、航空貨物輸送、海外物流他

(3) 旅行業及びその他の事業・・・旅行業、不動産業他
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