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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 92,846 ― 3,447 ― 4,122 ― 2,382 ―

20年3月期第2四半期 91,622 5.7 4,879 △8.3 5,628 △2.5 3,364 0.4

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2四半期 56.49 ―

20年3月期第2四半期 79.76 ―

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2四半期 93,394 59,608 61.8 1,368.72
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2四半期  57,720百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 190,000 1.3 7,150 △30.0 8,200 △31.5 4,700 △35.4 111.45

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５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５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７月25日に公表いたしました連結業績予想は、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2四半期  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2四半期  50,224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2四半期  42,170,570株 20年3月期第2四半期  42,170,133株

YAS



【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２四半期（６か月）における世界経済は、米国の金融市場の混乱を端緒にした世界的な株安やその影響を受け

たユーロ圏の景気も先行きに対する厳しい見通しが強まるなど世界的に景気の後退感が鮮明になりました。当第１四

半期までは勢いのあった新興国においても、当第２四半期（３か月）に入ると景気に減速感が見られるようになった

ほか、これまでの資源価格高騰の影響によるインフレと実質購買力低下は、経済停滞長期化の懸念をはらんでいま

す。 

 一方、日本経済も、すでに景気の後退局面に入ったと見られており、世界的な景気の減速を背景とした外需の伸び

悩みや、原油や食料品等の資源価格の高騰による物価上昇、実質所得の伸び悩みにより消費も力強さに欠け、設備投

資も鈍化するなど景気減速感がいっそう強まっております。 

  

 このような状況の下、国際貨物市場の荷動きは全般に減退傾向を示しており、ゆるやかな回復基調にあった日本発

輸出航空貨物も本年６月頃から自動車関連を中心に取扱量が減少し、日本着の輸入航空貨物も、国内消費の弱含み等

により、いまだ低迷を脱する兆しの見えない状況が続いています。 

 当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなりました。 

 

 営業収益      92,846百万円 

 営業利益       3,447百万円 

 経常利益       4,122百万円 

 四半期純利益     2,382百万円 

  

 本年６月頃から、日本において前述のようなマーケット状況を受けて輸出入航空貨物の取扱いが減少し、航空貨物

に関する燃油サーチャージが一段と上昇しました。加えて、戦略事業拡大のための先行費用や、在外子会社において

は、為替レートが総じて円高傾向であることによる円への換算時の影響もあり、前年同期と比べ、営業収益は1.3％

の増加、営業利益は29.4％の減少となりました。 

（２）事業の種類別セグメントの業績 

①貨物運送事業 

 航空輸送においては、燃油サーチャージが一段と上昇したことを受け、取扱いが減少し、海上輸送への移行が進行

しました。また、自動車関連品及び液晶関連部材の緊急輸送も一段落の様相となりました。総じて、米国景気後退の

影響により米州への出荷は低調気味でしたが、中華圏を中心としたアジア及び欧州への出荷は若干の減速傾向を示し

つつも堅調に推移した結果、当第２四半期（６か月）の累計取扱量は概ね前年同期並となりました。海上貨物におい

ては、新規顧客の開拓やパナルピナ社との業務提携の推進等により、順調に販売を伸ばしました。 

 この結果、貨物運送事業の営業収益は89,986百万円（前年同期比1.4％増）となりました。一方、当第２四半期

（３か月）に航空貨物に関する燃油サーチャージが一段と上昇したことや、パナルピナ社との業務提携を受けて前期

後半から海上貨物の取扱体制を強化したことによる費用の増加、さらに、総じて円高に向かった為替レートの影響も

あり、営業利益は、3,016百万円（同32.4％減）となりました。 

②旅行事業 

 旅行事業については、営業収益は2,777百万円(前年同期比0.1％増)、営業利益は283百万円（同13.2％減）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837百万円(前年同期比9.6％増)、営業利益は149百万円（同62.3％増）と

なりました。  
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（３）所在地別セグメントの業績 

①日本 

 航空輸出は、当第１四半期が自動車部品や薄型テレビの部材輸送の大型需要に支えられた半面、当第２四半期（３

か月）においては、燃油サーチャージが一段と上昇したこともあり、海上輸送への移行が進行して取扱量が減少、ま

た、当第１四半期終盤から自動車部品及び薄型テレビ関連資材の緊急輸送も一段落の様相となって、荷動きが鈍化い

たしました。取扱貨物を仕向地別にみると、米州への出荷量が当第２四半期（３か月）に急落し北米の経済情勢を色

濃く反映する結果となりました。当第２四半期（３か月）に入り頭打ち傾向が顕在化してきたものの、ASEANや中華

圏を中心としたアジア及び欧州向け取扱いは堅調に推移した結果、当第２四半期（６か月）の輸出航空貨物の累計取

扱量は前年同期の実績をやや上回ることができました。航空輸入は、国内消費も弱含んで、前年から続く低迷した市

況を脱する兆しが見えず、食の安全問題の影響もありアジアからの荷動きが減少し、引き続き前年同期の実績を下回

る取扱いとなりました。海上輸出は、積極的な販売努力が奏効し、取扱増加となりました。海上輸入は、航空輸入と

同様に低調な市況の影響を受け、前年同期の実績をやや下回る取扱いとなりました。 

 旅行事業については、企業業績に対する先行き不透明感もあって業務渡航者が減少し、航空会社からの販売手数料

も減少傾向を示すなど、営業収益の伸びに停滞感が見え始めました。 

 この結果、国内連結子会社を含めた営業収益は43,347百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は当第２四半期

（３か月）の燃油サーチャージの一段の上昇、及び日本における航空貨物取扱いの減少、前期後半から海上貨物取扱

体制の強化に伴う費用の増加等があり、701百万円（同67.0％減）となりました。 

②北米 

 航空輸出は、自動車関連部品及び医療機器の出荷が堅調に推移しましたが、カナダで前期の旺盛な需要の反動減が

あり、前年同期の取扱実績を下回る結果となりました。航空輸入は、日本からの自動車部品の緊急輸送等もあり、前

年同期並の取扱いとなりました。グループをあげて強化を進めている事業に関しては、海上貨物は、航空機関連部材

や物流資材を中心に輸出入ともに取扱いを伸ばすことができました。また、ロジスティクス事業では、中南米向け部

品在庫・輸送手配などの販売促進を図る一方、カナダ・トロント倉庫におけるTAPA Class-A取得など、品質・セキュ

リティ強化にも努めました。 

 円への換算レートが当第１四半期に続き円高傾向となったため、営業収益は8,638百万円（前年同期比7.2％減）、

営業利益はロジスティクス事業拡大に伴う人件費やトラック費用の増加等により331百万円（同21.6％減）となりま

した。 

③欧州 

 航空輸出は、当第２四半期（３か月）に入って燃油サーチャージの上昇に伴う海上輸送への切り替え等の要因によ

り取扱いが大きく減少しました。航空輸入は、欧州のゲートウェイ拠点であるドイツ及びオランダへの集約混載を推

進し、サービス品質向上及び業務効率の改善に努めた結果、自動車関連部品及び半導体関連部品を中心に堅調な取扱

いとなりました。海上貨物は、自動車関連部品・家電等を中心に取扱いは堅調に推移いたしましたが、さらなる販売

強化のため、欧州の主要港であるベルギー・アントワープ港近くの事務所を拡張いたしました。ロジスティクス事業

はドイツ・デュッセルドルフ倉庫での取扱いが堅調に伸びております。 

 この結果、営業収益は11,009百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益は640百万円（同18.2％増）となりました。

④東アジア 

 航空輸出は、当第２四半期（３か月）に入って欧米向け、日本向けの出荷が復調しました。航空輸入は、中国及び

台湾への液晶関連部材が増加し、自動車関連部品及び電子部品の取扱いも堅調に推移いたしました。航空貨物では、

販売拡大の一方、航空輸送の保安面・サービス品質面にも資するよう、中国で透明アクリル板を使ったＸ線検査用器

具『クリスタル・パレット』を開発するなどいたしました。海上貨物では、部材の現地調達率上昇に伴う荷動き低下

が一部で見られたものの、液晶関連品部材の輸入取扱いが増加し、引き続き概ね好調な取扱いとなりました。一方

で、円への換算レートは、当第１四半期に続き円高がさらに進みました。 

 この結果、営業収益は16,885百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は983百万円（同20.3％減）となりました。

⑤南アジア・オセアニア 

 航空輸出は、ベトナムで取扱いが大きく伸びたほか、タイ、インドネシアで堅調に推移し、自動車関連部品及びデ

ジタル機器関連品を中心に荷動きが活発となりました。航空輸入は、家電、電子部品、自動車関連部品の取扱いが増

加いたしました。海上貨物は、フィリピンのほか、航空貨物と同様にベトナムでの取扱いが伸び、輸出入とも堅調な

荷動きとなりました。 

 この結果、営業収益は14,246百万円（前年同期比5.7％増）、営業利益は826百万円（同40.7％増）となりました。

 なお、ロジスティクス事業の需要も旺盛であり、部材保管・製品管理、非居住者在庫管理などの顧客ニーズに対応

するため、当下半期にフィリピンやベトナムで新倉庫を稼動いたしました。 
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 「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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4,972百万円減少し、93,394百万円とな

りました。これは、法人税や配当金の支払による支出が2,999百万円あったこと、長期借入金の返済による支出が

1,260百万円あったこと等により現金及び預金が3,476百万円減少したことや、受取手形及び営業未収金が1,210百万

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4,966百万円減少し、33,786百万円となりました。これは、支払手

形及び営業未払金が1,695百万円減少したほか、短期借入金が1,140百万円、未払法人税が1,366百万円減少したこと

等が主な要因です。 

 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59,608百万円となり、自己資本比率は61.8％

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）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） 

（２）修正の理由 

 原油高騰に伴う燃油サーチャージは、想定を超えて上昇し、日本発着の航空貨物の物流動向も当第２四半期（３か

月）から自動車部品及びハイテク・デジタル機器やその部品を中心に減速傾向となっております。加えて、９月中旬

の米国の金融市場の混乱もあり、景気がさらに後退することも予想されています。年末に向けての航空貨物需要の盛

り上がりも期待薄の気配であり、景気低迷の長期化による世界的な個人消費の停滞で航空貨物輸送の低迷が予想され

ます。 

 これらを踏まえ、通期の業績予想数値を上記のとおり修正いたします。 

（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以下のとおり修正いたし

ます。 

 なお、平成20年10月23日に発表した予想数値からの変更はありません。 

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） 

  
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 

 前回発表予想(A) 

 (平成20年７月25日発表) 

百万円 

201,000 

百万円 

9,400 

百万円 

10,300 

百万円 

6,100 

円 銭 

144.65 

 今回修正予想(B) 190,000 7,150 8,200 4,700 111.45 

 増減額(B)-(A) △11,000 △2,250 △2,100 △1,400 － 

 増減率 △5.5％ △23.9％ △20.4％ △23.0％ － 

（参考）前期実績 

 （平成20年３月期） 187,518 10,216 11,962 7,271 172.43 

  営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 平成20年10月23日発表予想 79,800 950 2,300 1,300 

 （参考）前期実績（平成20年３月期） 78,827 3,039 4,642 2,874 
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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２四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 

 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２四半期累計期間の損益への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、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であっても、より実態に即した損益を把握するために行ったもの

です。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業収益が303百万円、営業利益が21百万円、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益が20百万円それぞれ減少しております。 

 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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 17,548 21,024

受取手形及び営業未収金 39,830 41,040

貯蔵品 29 30

繰延税金資産 906 901

その他 4,235 3,744

貸倒引当金 △146 △181

流動資産合計 62,402 66,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,344 19,627

減価償却累計額 △7,691 △7,392

建物及び構築物（純額） 11,653 12,235

機械装置及び運搬具 1,235 1,243

減価償却累計額 △773 △786

機械装置及び運搬具（純額） 462 457

工具、器具及び備品 4,590 4,531

減価償却累計額 △2,908 △2,899

工具、器具及び備品（純額） 1,682 1,632

土地 7,534 7,681

建設仮勘定 － 11

有形固定資産合計 21,331 22,016

無形固定資産   

のれん 26 31

その他 1,161 1,302

無形固定資産合計 1,187 1,333

投資その他の資産   

投資有価証券 2,775 2,806

長期貸付金 435 463

繰延税金資産 1,973 1,859

その他 3,595 3,667

貸倒引当金 △304 △336

投資その他の資産合計 8,474 8,459

固定資産合計 30,992 31,808

資産合計 93,394 98,366
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 20,103 21,798

短期借入金 542 1,682

未払法人税等 1,070 2,436

繰延税金負債 14 2

賞与引当金 1,365 1,484

役員賞与引当金 33 －

その他 4,595 5,314

流動負債合計 27,722 32,716

固定負債   

長期借入金 1,250 1,500

繰延税金負債 99 100

退職給付引当金 4,099 3,827

役員退職慰労引当金 206 308

負ののれん 20 33

その他 390 268

固定負債合計 6,064 6,036

負債合計 33,786 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 48,560 46,775

自己株式 △68 △68

株主資本合計 57,605 55,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 69

為替換算調整勘定 51 1,836

評価・換算差額等合計 115 1,905

少数株主持分 1,888 1,889

純資産合計 59,608 59,614

負債純資産合計 93,394 98,366
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

貨物運送業収益 89,986

旅行業収益 2,777

その他の事業収益 83

営業収益合計 92,846

営業原価  

貨物運送業原価 70,923

旅行業原価 121

その他の事業原価 428

営業原価合計 71,472

営業総利益 21,374

販売費及び一般管理費 17,927

営業利益 3,447

営業外収益  

受取利息 229

受取配当金 31

為替差益 321

持分法による投資利益 22

負ののれん償却額 13

その他 110

営業外収益合計 726

営業外費用  

支払利息 32

固定資産除却損 6

その他 13

営業外費用合計 51

経常利益 4,122

特別利益  

貸倒引当金戻入額 37

特別利益合計 37

特別損失  

投資有価証券評価損 284

固定資産売却損 43

固定資産除却損 77

特別損失合計 404

税金等調整前四半期純利益 3,755

法人税等 1,151

少数株主利益 222

四半期純利益 2,382
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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のための基本となる重要な事項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、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、当第２四半期連結累計期間の営業収益合計が「貨物運送事業」で289百万円減少

し、「その他事業」で34百万円増加しており、また、営業利益は「貨物運送事業」で９百万円減少し、「その他事業」で39百万円

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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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、インドネシア、オーストラリア、タイ、ベトナム、フィリピン 

３．四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、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、当第２四半期連結累計期間の営業収益合計が「北米」で30百万円、「欧州」で

404百万円、「東アジア」で181百万円それぞれ減少し、「南アジア・オセアニア」で307百万円増加しており、また、営業利益は

「北米」で０百万円、「欧州」で33百万円、「東アジア」で５百万円それぞれ減少し、「南アジア・オセアニア」で17百万円増加

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 89,986 2,777 83 92,846 － 92,846 

（２）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
－ － 754 754 △754 － 

計 89,986 2,777 837 93,600 △754 92,846 

営業利益 3,016 283 149 3,448 △1 3,447 

 
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 43,243 8,248 10,454 16,754 14,147 92,846 － 92,846 

（２）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
104 390 555 131 99 1,279 △1,279 － 

計 43,347 8,638 11,009 16,885 14,246 94,125 △1,279 92,846 

営業利益 701 331 640 983 826 3,481 △34 3,447 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益    

１ 貨物運送業収益 88,764  

２ 旅行業収益 2,773  

３ その他の事業収益 85 91,622 

Ⅱ 営業原価    

１ 貨物運送業原価 68,269  

２ 旅行業原価 120  

３ その他の事業原価 362 68,751 

営業総利益   22,871 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   17,992 

営業利益   4,879 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 245  

２ 受取配当金 27  

３ 為替差益 414  

４ 持分法による投資利益 19  

５ 負ののれん償却額 17  

６ その他 135 857 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 47  

２ 固定資産除却損 12  

３ その他 49 108 

経常利益   5,628 

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益 3  

２ 会員権売却益 14 17 

Ⅶ 特別損失    

１ 減損損失 95 95 

税金等調整前中間純利益   5,550 

法人税、住民税及び事業税 1,615  

法人税等調整額 344 1,959 

少数株主利益   227 

中間純利益   3,364 
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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 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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．営業費用の中の共通費は、すべ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 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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．営業費用の中の共通費は、すべてセグメント別に配賦しております。 

  

  

 
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 88,764 2,773 85 91,622 － 91,622 

（2）セグメント間の内部営業収益又

は振替高 
0 － 679 679 △679 － 

計 88,764 2,773 764 92,301 △679 91,622 

営業費用 84,300 2,448 672 87,420 △677 86,743 

営業利益 4,464 325 92 4,881 △2 4,879 

 
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 41,343 8,874 10,286 17,753 13,366 91,622 － 91,622 

（2）セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
129 430 475 143 106 1,283 △1,283 － 

計 41,472 9,304 10,761 17,896 13,472 92,905 △1,283 91,622 

営業費用 39,347 8,881 10,220 16,663 12,885 87,996 △1,253 86,743 

営業利益 2,125 423 541 1,233 587 4,909 △30 4,879 
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