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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） 

（注）．(参考）平成21年３月期第２四半期（３か月）の連結業績はサマリー情報の次ページに記載しております。  

(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 28,519 ― 471 ― 637 ― 293 ―

20年3月期第2四半期 30,546 2.9 839 △9.3 943 △8.7 958 90.0

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2四半期 7.38 ―

20年3月期第2四半期 24.00 ―

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 26,295 15,152 56.0 370.26
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2四半期  14,719百万円 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 ― 3.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

通期 57,000 △4.9 1,200 △27.6 1,500 △22.9 750 △47.1 18.87

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．その他をご覧下さい。 

(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 ５－６ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  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2四半期  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2四半期  39,754,256株 20年3月期第2四半期  39,914,256株

- 1 -



 

   - 2 - 

 

（参考）平成 21 年３月期第２四半期（３か月）の連結業績 

（平成 20 年７月 1 日～平成 20 年９月 30 日） 

(百万円未満切捨て) 

（１）連結経営成績（３か月）                                                        (％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 14,554 － 248 － 331 － 183 － 

20 年３月期第２四半期 15,062 0.1 392 △ 15.5 446 △ 12.6 714 233.3

 

  
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 4.61 － 

20 年３月期第２四半期 17.90 － 
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定性的情報・財務諸表等 

※前年同期増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）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、新興国向けを

 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き続き好調に推移いたしました。一方、航空貨物取扱

 事業は、燃油サーチャージ高騰に伴う原価の上昇、荷主の海上シフトなどが進み厳しい状況が続いておりますが、

 大手エレクトロニクス系物流企業との間で、共同混載を開始するなど競争力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、また、大手

 スポーツシューズ・メーカーの物流センター業務を新規に受託いたしました。しかしながら、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3.4％減の145億54百万円、経常利益は、前年同期比25.7％減の３億31百万円と

 なりました。また、昨年９月に当社福住倉庫の土地・建物を売却し、特別利益を計上したことから、四半期純利益

 は、前年同期比74.3％減の１億83百万円となりました。 

  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・プラント設備・中古自動車などの取扱いが増加すると

  ともに、三国間輸送においても、化学品の取扱いなどが好調に推移いたしました。 

  輸入貨物は、衣料品・住宅用建材は依然低調だったものの、北米からの畜産物などの取扱いが比較的順調に推移

 いたしました。 

  この結果、営業収益は、前年同期比11.2％増の69億65百万円となりました。 

航空貨物取扱事業 

  輸出貨物は、台湾向け液晶関連の取扱いが好調に推移したものの、主力の半導体製造装置関連の大型輸送案件 

 が、世界的なDRAM価格の下落の影響を受け大幅に減少いたしました。 

  輸入貨物は、中国、欧州からの衣料品の取扱いが荷主企業の海上輸送へのシフトが進んだ影響もあり、低調な推

 移となりました。 

  この結果、営業収益は、前年同期比23.9％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2.6％減の８億２百万円となりました。 

 以上の結果、国際物流事業の営業収益は、前年同期比1.8％減の105億26百万円となり、営業利益は２億86百万円

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、ユニフォームなどの衣料品や文書保管の取扱いは、おおむね堅調に推移いたしましたが、

一部名古屋地区における小牧倉庫建て替えの影響や飲料水の在庫数量などの落ち込みもあり、営業収益は前年同期

比7.6％減の７億１百万円となりました。 

 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

40.5％増の３億22百万円となりました。 

 この結果、倉庫事業全体の営業収益は、前年同期比3.5％増の10億23百万円となりました。 

運送取扱事業 

 引越業務は、個人向けの引越が国内・海外共に堅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。また、一般貨物輸送も全体的には低調な推移となりました。 

 この結果、営業収益は、前年同期比9.8％減の９億68百万円となりました。 

配送センター事業 

 コンビニエンス・ストア向けでは、夏場の猛暑でアイスクリームやチルド飲料水などの取扱いが大きく増加いた

しましたが、一部医薬品センターにおいて、荷主企業との契約が終了したことも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8.5%減の16億３百万円となりました。 
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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１億48百万円となりました。 

その他の事業 

 その他の事業の営業収益は、前年同期比2.4％増の２億83百万円となりました。 

 以上の結果、国内物流事業の営業収益は、前年同期比1.6％減の40億27百万円となり、営業利益は68百万円とな

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 

 海上貨物では、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引き続き好調に推移いた

しました。航空貨物においては、台湾向け液晶関連の取扱いは好調に推移したものの、主力のアジア向け半導体製

造装置の輸出が大幅に減少いたしました。配送センターにおいては、コンビニエンス・ストア向け取扱量が引き続

き増加いたしましたが、一部医薬品センターにおいて荷主企業との契約終了があり、取扱いが減少いたしました。

 その結果、営業収益は124億59百万円となり、営業利益は３億38百万円となりました。 

②米州 

 航空貨物においては、一部ハイテク関連機器がアジアへの生産移転により減少したものの、ソーラーパネル製造

装置の三国間輸送が好調に推移いたしました。海上貨物においては、設備機械・鉄道車両関連は増加いたしました

が、米国経済鈍化の影響を受け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６億93百万円となり、営業利益は12百万円となりました。 

③欧州 

 ドイツでは、プラント設備・鋼材など海上貨物の大型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、燃油サーチャージ高騰の影響を受け低調な荷動きとなりました。英国では、主要

代理店業務の取扱い低下の影響を受け、営業収益が引き続き減少いたしました。 

 その結果、営業収益は１億40百万円となり、営業損失は34百万円となりました。 

④アジア 

 香港では、欧州及びアジア域内の電器製品の海上貨物の輸出が好調に推移し、国際物流事業（上海）では、繊維

製品・電子部品の航空貨物の取扱いが増加いたしました。冷蔵倉庫事業（青島）では、「食」の安全問題はあった

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、設備機械・加工食品の海上貨物

が、タイでは、南ア向け自動車部品の航空貨物などが、それぞれ好調に推移いたしました。また、シンガポールで

は、ハイテク関連の取扱いが増加いたしました。 

 その結果、営業収益は12億60百万円となり、営業利益は38百万円となりました。 

 なお、平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半

期決算短信（平成20年７月31日開示）をご参照ください。 

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の末日における総資産は262億95百万円となり、当第１四半期連結会計期間の末日に

比べ、70百万円の増加となりました。純資産につきましては、純利益確保などにより、当第１四半期連結会計期間

の末日に比べ２億64百万円増加し、151億52百万円となりました。 

  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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、当第１四半期連結

会計期間の末日に比べ２億77百万円減少し、18億１百万円となりました。 

 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２四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、税金等調整前四半期純利益の増加な

どにより、１億59百万円のネット入金額となりました。 
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  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四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、固定資産の取得などの設備投資の増

加により、２億17百万円のネット支出額となりました。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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、長期借入金の約定弁済や社債償還な

どの有利子負債の圧縮により、２億67百万円のネット支出額となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しは、平成20年４月30日に公表した平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の業績

予想を下記の通り10月21日に修正しております。 

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は、米国発金融危機による世界経済の減速、需要の低迷が一段と鮮明

になり、株安・円高の進行が企業収益を一層圧迫することが予想されます。 

 当社グループでは、引き続き冷蔵倉庫事業において、「食」の安全への対応などから食品流通業界を取り巻く環

境が一層厳しさを増すことが予想され、また、航空貨物取扱事業におきましても、燃油サーチャージ上昇に伴う原

価の上昇や主力の半導体製造装置関連の輸送の落ち込みが予想されます。これらを踏まえ、連結の通期の業績予想

を下記のように修正しております。 

（通期） 

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２四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。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 60,000 1,800 2,000 1,100 27 67 

今回修正予想（Ｂ） 57,000 1,200 1,500 750 18 87 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △600 △500 △350 － 

増減率（％） △5.0 △33.3 △25.0 △31.8 － 

前期実績 59,905 1,656 1,945 1,417 35 57 
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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32百万円減少し、営業外費用は32

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 1,801,776 2,473,048

受取手形及び売掛金 6,985,002 7,349,401

有価証券 1,398,447 998,657

その他 2,056,086 2,012,032

貸倒引当金 △6,515 △5,925

流動資産合計 12,234,798 12,827,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,911,248 4,101,828

土地 2,353,358 2,353,358

リース資産（純額） 2,190,964 －

その他（純額） 549,284 552,249

有形固定資産合計 9,004,855 7,007,436

無形固定資産   

リース資産 58,060 －

その他 942,653 912,444

無形固定資産合計 1,000,713 912,444

投資その他の資産   

投資有価証券 1,240,924 1,243,520

敷金及び保証金 2,401,824 2,530,545

その他 458,840 443,479

貸倒引当金 △46,600 △34,178

投資その他の資産合計 4,054,989 4,183,367

固定資産合計 14,060,558 12,103,249

資産合計 26,295,357 24,930,463

- 7 -

㈱アイ・ロジスティクス(9321)　平成21年３月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 4,122,990 4,399,817

短期借入金 622,867 822,049

1年内償還予定の社債 50,000 100,000

リース債務 286,662 －

未払法人税等 220,481 405,172

賞与引当金 162,296 180,267

役員賞与引当金 16,852 36,164

その他 1,246,301 1,286,829

流動負債合計 6,728,451 7,230,300

固定負債   

長期借入金 230,162 303,674

退職給付引当金 859,159 876,894

役員退職慰労引当金 40,885 38,648

長期預り金 759,685 788,072

負ののれん 15,413 15,390

リース債務 2,050,053 －

その他 458,766 495,438

固定負債合計 4,414,126 2,518,118

負債合計 11,142,577 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 7,108,012 7,033,266

自己株式 △90,819 △90,819

株主資本合計 14,637,598 14,562,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,279 56,753

為替換算調整勘定 31,474 97,071

評価・換算差額等合計 81,753 153,824

少数株主持分 433,427 465,368

純資産合計 15,152,779 15,182,045

負債純資産合計 26,295,357 24,930,463
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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：千円）

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 28,519,096

営業費用 26,968,359

営業総利益 1,550,737

一般管理費 1,079,564

営業利益 471,172

営業外収益  

受取利息 15,432

受取配当金 8,325

為替差益 74,788

負ののれん償却額 5,130

持分法による投資利益 51,845

その他 63,401

営業外収益合計 218,922

営業外費用  

支払利息 49,317

その他 3,095

営業外費用合計 52,412

経常利益 637,683

特別利益  

固定資産売却益 2,258

持分変動利益 22,689

違約金収入 1,202

その他 548

特別利益合計 26,700

特別損失  

固定資産除売却損 1,997

減損損失 12,147

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 37,458

特別損失合計 125,727

税金等調整前四半期純利益 538,655

法人税、住民税及び事業税 195,695

法人税等調整額 40,356

法人税等合計 236,052

少数株主利益 9,209

四半期純利益 293,394
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益 14,554,316

営業費用 13,787,851

営業総利益 766,465

一般管理費 517,934

営業利益 248,530

営業外収益  

受取利息 7,849

受取配当金 189

為替差益 39,112

負ののれん償却額 2,565

持分法による投資利益 23,603

その他 35,765

営業外収益合計 109,085

営業外費用  

支払利息 24,767

その他 1,399

営業外費用合計 26,166

経常利益 331,449

特別利益  

固定資産売却益 662

持分変動利益 22,689

その他 462

特別利益合計 23,814

特別損失  

固定資産除売却損 1,810

減損損失 12,147

その他 9,433

特別損失合計 23,391

税金等調整前四半期純利益 331,872

法人税、住民税及び事業税 118,150

法人税等調整額 26,590

法人税等合計 144,741

少数株主利益 3,852

四半期純利益 183,278
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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 538,655

減価償却費 502,220

固定資産臨時償却費 42,703

減損損失 12,147

受取利息及び受取配当金 △23,757

支払利息 49,317

固定資産除売却損益（△は益） △260

売上債権の増減額（△は増加） 305,885

仕入債務の増減額（△は減少） △227,222

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30,646

その他の流動負債の増減額（△は減少） △38,891

その他 △97,797

小計 1,032,354

利息及び配当金の受取額 60,433

利息の支払額 △55,414

法人税等の支払額 △362,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 674,980

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 △92,360

有形固定資産の売却による収入 5,001

無形固定資産の取得による支出 △174,871

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 △17,791

敷金及び保証金の回収による収入 139,713

その他 △18,468

投資活動によるキャッシュ・フロー △555,458

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） △65,178

長期借入金の返済による支出 △190,126

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △218,340

少数株主への配当金の支払額 △20,060

割賦債務の返済による支出 △31,500

リース債務の返済による支出 △165,505

財務活動によるキャッシュ・フロー △740,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △671,272

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 1,801,776
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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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

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．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、国内物流事業の連結累計期間の営業収益

は５億35百万円増加し、営業利益は1億98百万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、連結累計期間の営業利益は、国内物流事業で30百万円増加しましたが、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 
10,526,984 4,027,332 14,554,316 － 14,554,316 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
63,361 263,401 326,763 (326,763) － 

計 10,590,345 4,290,733 14,881,079 (326,763) 14,554,316 

営業利益 286,265 68,370 354,635 (106,104) 248,530 

 
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 
20,454,541 8,064,555 28,519,096 － 28,519,096 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
138,792 569,188 707,981 (707,981) － 

計 20,593,334 8,633,744 29,227,078 (707,981) 28,519,096 

営業利益 536,586 162,652 699,238 (228,065) 471,172 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

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．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、連結累計期間の営業利益は、日本で31百万円増加しましたが、全社及び消去に与える影響は軽微であ

ります。 

 
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 
12,459,909 693,521 140,699 1,260,185 14,554,316 － 14,554,316 

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
172,985 112,112 124,588 309,734 719,421 (719,421) － 

計 12,632,895 805,634 265,287 1,569,919 15,273,737 (719,421) 14,554,316 

営業利益 338,062 12,217 △34,410 38,765 354,635 (106,104) 248,530 

 
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 
24,398,117 1,370,835 318,437 2,431,705 28,519,096 － 28,519,096 

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
398,747 222,207 193,601 593,793 1,408,351 (1,408,351) － 

計 24,796,865 1,593,043 512,039 3,025,499 29,927,447 (1,408,351) 28,519,096 

営業利益 629,034 22,014 △31,852 80,042 699,238 (228,065) 471,172 
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〔海外売上高〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

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．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。 

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益（千円） 453,339 267,421 1,593,676 2,314,437 

Ⅱ 連結営業収益（千円）       14,554,316 

Ⅲ 海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％） 
3.1 1.8 10.9 15.9 

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益（千円） 897,453 586,214 3,019,007 4,502,676 

Ⅱ 連結営業収益（千円）       28,519,096 

Ⅲ 海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％） 
3.1 2.1 10.6 15.8 

- 14 -

㈱アイ・ロジスティクス(9321)　平成21年３月期　第２四半期決算短信



「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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益   30,546,251 100.0 

Ⅱ 営業費用   28,622,904 93.7 

営業総利益   1,923,347 6.3 

Ⅲ 一般管理費   1,083,450 3.5 

営業利益   839,896 2.8 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 11,140     

２．受取配当金 10,084     

３．受取保険配当金 201     

４．為替差益 34,616     

５．負ののれん償却額 5,130     

６．持分法による投資利益 18,410     

７．その他の営業外収益 58,479 138,062 0.4 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 30,620     

２．その他の営業外費用 4,118 34,739 0.1 

経常利益   943,219 3.1 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 956,647     

２．貸倒引当金戻入益 330     

３．投資有価証券売却益 1,066     

４．その他の特別利益 4,519 962,563 3.2 
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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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却及び除却損 2,920     

２．減損損失 13,638     

３．厚生年金基金解散損失引
当金繰入額 4,300     

４．退職給付制度改定損失 83,944     

５．過年度付加価値税追徴税
額等 44,700     

６．その他の特別損失 19,230 168,733 0.6 

税金等調整前中間純利益   1,737,049 5.7 

法人税、住民税及び事業
税 404,391     

法人税等調整額 364,884 769,275 2.5 

少数株主利益   9,753 0.0 

中間純利益   958,020 3.2 

       

- 16 -

㈱アイ・ロジスティクス(9321)　平成21年３月期　第２四半期決算短信



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

１.税金等調整前中間純利益 1,737,049 

２.減価償却費  364,416 

３.減損損失 13,638 

４.受取利息及び受取配当金 △21,225 

５.支払利息 30,620 

６.固定資産売却益 △956,647 

７.売上債権の増加額 △1,134,926 

８.仕入債務の減少額 △195,943 

９.その他の流動資産の増加 
  額 

△55,428 

10.その他の流動負債の増加 
  額 29,167 

11.その他 △30,431 

小計 △219,708 

12.利息及び配当金の受取額  59,347 

13.利息の支払額 △37,780 

14.退職給付制度改定による 
  支払額 

△87,061 

15.法人税等の支払額 △243,576 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△528,779 

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  

△102,371 

２.有形固定資産の売却によ 
   る収入 2,263,514 

３.無形固定資産の取得によ 
   る支出 

△164,410 

４.敷金保証金の支出 △29,403 

５.敷金保証金の回収による 
   収入 62,896 

６.その他 96,910 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 2,127,135 
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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（千円） 

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  △342,708 

２.長期借入金の返済による 
   支出 

△261,726 

３.社債償還による支出 △150,000 

４.配当金の支払額 △139,773 

５.少数株主への配当金の支 
   払額 

△23,173 

６.割賦債務の返済による支 
  出 

△31,500 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△948,882 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 34,279 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 683,753 

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中間
期末残高 2,571,513 
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（３）セグメント情報 

〔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） 

〔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） 

〔海外売上高〕 

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） 

 
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 
21,762,775 8,293,066 490,409 30,546,251 － 30,546,251 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
126,591 333,455 38,277 498,324 (498,324) － 

計 21,889,366 8,626,522 528,686 31,044,575 (498,324) 30,546,251 

営業費用 21,051,770 8,241,515 751,495 30,044,781 (338,427) 29,706,354 

営業利益（△損失） 837,595 385,006 △222,808 999,794 (159,897) 839,896 

 
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 
26,352,392 1,568,518 419,176 2,206,163 30,546,251 － 30,546,251 

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
264,159 209,669 235,542 489,443 1,198,814 (1,198,814) － 

計 26,616,551 1,778,188 654,718 2,695,607 31,745,065 (1,198,814) 30,546,251 

営業費用 25,724,830 1,763,379 643,447 2,613,614 30,745,271 (1,038,917) 29,706,354 

営業利益 891,720 14,809 11,271 81,992 999,794 (159,897) 839,896 

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益（千円） 1,008,836 762,040 4,328,935 6,099,812 

Ⅱ 連結営業収益（千円）       30,546,251 

Ⅲ 海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％） 
3.3 2.5 14.2 20.0 
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