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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）

営業収入 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 153,226 ― 5,670 ― 5,951 ― 3,374 ―
20年3月期第2四半期 143,152 4.7 6,015 30.5 6,576 37.3 3,991 54.5

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 93.74 ―
20年3月期第2四半期 110.89 ―

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 126,166 68,553 52.7 1,847.29
20年3月期 129,518 67,546 50.6 1,819.18

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  66,501百万円 20年3月期  65,489百万円

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 ― 12.00 ― 13.00 25.00
21年3月期 ― 13.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 14.00 27.00

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   

営業収入 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 315,000 7.8 13,500 △2.8 13,500 △9.6 8,000 △12.7 222.22

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、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財
務諸表】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  36,000,000株 20年3月期  36,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  425株 20年3月期  339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  35,999,615株 20年3月期第2四半期  35,999,734株



【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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）（以下、当第２四半期(６ヶ月)という。）

における世界経済は、資源国を始めとする新興諸国において、なお底堅い成長が見られましたが、米国のサブプライ

ムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題を発端とする金融不安や資源・食料価格高騰の影響を受け、先進国

を中心に減速傾向を強めました。 

我が国経済は、世界的な景気減速の影響を受け、設備投資や個人消費が弱まり、景気後退色が鮮明になりまし

た。 

当社グループの当第２四半期(６ヶ月)の航空貨物輸送は、引続き日本を中心に、燃油サーチャージの高騰などに

よる海上輸送への切り替えの動きが見られましたが、米州、欧州・アフリカ、東アジア・オセアニア地域で積極的な

営業に努めた結果、航空輸出貨物重量は前年同期比3.9％増、航空輸入貨物件数は同0.2％増となりました。また、海

上貨物輸送は、輸出容積で前年同期比21.9％増、輸入件数でも同8.1％増となり、順調に拡大いたしました。 

これらにより、当第２四半期(６ヶ月)の連結営業収入は 百万円（前年同期比7.0％増）となりましたが、

度重なる燃油サーチャージの値上げ等による運賃原価の上昇を受け、営業利益は 百万円（同5.7％減）、経常利

益は 百万円（同9.5％減）となりました。 

  

＜日本＞ 

航空輸出貨物は、アジア向けに底堅い荷動きが見られたものの、米・欧向けの自動車関連品やデジタル家電関連

品を中心に減少し、取扱い重量は前年同期比4.1％減となりました。航空輸入貨物は、通信機器、半導体関連品等の

既存顧客の荷動きに鈍化が見られ、取扱い件数は前年同期比3.4％減となりました。一方、海上輸出貨物は、設備輸

送や各種機械、自動車部品の取扱いを中心に順調に拡大し、輸出容積で前年同期比28.9％増となり、海上輸入貨物

は、自動車関連品等の荷動きが活発で、取扱い件数で同7.5％増となりました。この結果、国内関係会社を含めた日

本の営業収入は63,842百万円（前年同期比5.2％増）となりました。  

  

＜米州＞ 

航空輸出貨物は、エレクトロニクス品を中心に新規獲得や既存顧客の拡販が進んだことや米ドル安の影響もあ

り、取扱い重量は前年同期比10.7％増となりました。航空輸入貨物は、前期から当社グループを挙げて取り組んでい

るアジア発北米向け取扱い物量拡大施策が奏功し、取扱い件数で前年同期比5.2％増となりました。海上貨物は、輸

出容積で前年同期比12.5％増、輸入件数で同10.6％増となりました。これらにより米州全体の営業収入は19,946百万

円（前年同期比6.9％増）となりました。  

なお、１米ドルあたりの円換算レートは、当第２四半期連結会計期間末が106.42円、前年同期末が123.26円であ

ります。 

  

＜欧州・アフリカ＞ 

航空輸出貨物は、プラント関連輸送の取扱い獲得やエレクトロニクス品、航空機関連品を中心に既存顧客の荷動

きが増加したこともあり、取扱い重量は前年同期比17.3％増と大きく伸張いたしました。航空輸入貨物は、主に中・

東欧向けデジタル家電品の部品・部材輸送が好調に推移したものの、他の地域においては物量の伸びが見られず、取

扱い件数は前年同期比1.4％減となりました。海上貨物は、前年同期にあったスポット貨物の反動により輸出容積で

前年同期比24.4％減と大幅に減少し、輸入件数で同1.6％減となりました。これらにより、欧州・アフリカ全体の営

業収入は15,155百万円（前年同期比23.1％増）となりました。 

  

＜東アジア・オセアニア＞ 

航空輸出貨物は、アジア域内向けデジタル家電品、事務機器等の取扱いの増加や北米向け輸送物量の拡大施策の

効果により、重量で前年同期比15.8％増となりました。航空輸入貨物は、エレクトロニクス品を中心に堅調な荷動き

が見られ、取扱い件数は前年同期比2.8％増となりました。海上貨物は、輸出容積で前年同期比24.0％増、輸入件数

で同12.1％増となり引続き好調に推移いたしました。これらの結果、東アジア・オセアニア全体の営業収入は41,953

百万円（前年同期比8.0％増）となりました。 

  

＜東南アジア・中近東＞ 

航空貨物は、中堅顧客の開拓が進んだものの、大手既存顧客の物量の減少により、輸出の取扱い重量は前年同期

比13.6％減、輸入の取扱い件数は同0.7％減となりました。一方、海上貨物は、輸出容積で前年同期比30.3％増、輸

入件数で同4.8％増と好調な荷動きが見られました。これらの結果、東南アジア・中近東全体の営業収入は12,329百

万円（前年同期比2.7%減）となりました。 

  

153,226

5,670

5,951



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、現金及び預金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比

べて3,352百万円減少し、126,166百万円となりました。 

 負債は、買掛金や未払法人税等が減少したなどにより、前連結会計年度末に比べ4,359百万円減少し、57,612百万

円となりました。純資産は、為替換算調整勘定などが減少したものの、利益剰余金が増加したことにより、前連結会

計年度末に比べ1,007百万円増加し、68,553百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、世界的な景気減速、日本経済の停滞、依然として高止まりする燃油サーチャー

ジ、さらには荷主の間に拡がる航空輸送から海上輸送への輸送方法の変更などが重なり、日本における国際航空貨物

市場を取り巻く環境は今後も厳しい局面が続くものと予想されます。 

このような状況の中、当社グループは、将来へ向けてさらなる成長の見込める海外事業の強化を図ることを目的

に、10月１日付けで組織、人、制度の各分野における改革、“KWE Innovation Project(KIP)”を発表いたしまし

た。その概要は以下の通りです。  

（１）事業の 適化のための人事、組織、制度の改革 

１．当社の主力事業を維持・拡大しつつ業績の拡大が著しい海外での事業をさらに強化するため、海外駐在員を

大幅に増員する。 

２．販売の効率化を高めるために、フォワーディング、ロジスティクス両営業部の営業拠点の統廃合を行う。 

（２）海外事業のさらなる拡大 

平成20年３月期において約60％の海外営業収入構成を、平成24年３月期までに70％に高める。 

（３）新規事業の立上げ 

将来の当社の事業の核の一つとなりうるインターモダル事業への組織作りを行い、新商品の開発と事業化計画を

推進する。 

  

 以上の施策を、グローバル市場での躍進を目指し、長期的な視野で大胆かつスピーディに実施してまいります。 

  

 また、 今期を初年度とする「第三次中期経営計画」（平成21年３月期～平成24年３月期、４ヵ年）で掲げた基本

方針・施策を確実に実行し、 終年度の目標達成に向け全社一丸となって邁進してまいります。 

   

 なお、現時点における平成21年３月期の連結業績予想は平成20年８月７日公表の通りであり、変更はありません。

 上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて判断したものであり、実際の業績はさまざまな要因により当該予

想と異なる可能性があります。 

  



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 

 影響が僅少なものについて、一部簡便な方法を採用しております。 

  

（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、賃貸借取引に係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」（企業会計基準委員会、企業会計基準第13号 平成19年

３月30日改正）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 企業会計基準適用

指針第16号 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務

諸表から適用することができるようになったことに伴い、平成20年４月１日以降にリース取引開始となる契

約からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

   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については、リース期

間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

   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。 

   これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

３．第１四半期より「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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

   これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  



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 24,828 28,734

受取手形及び売掛金 51,181 52,792

その他 4,601 3,651

貸倒引当金 △370 △381

流動資産合計 80,240 84,796

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,625 18,898

その他（純額） 13,376 13,697

有形固定資産合計 32,001 32,596

無形固定資産   

のれん 281 291

その他 2,647 3,045

無形固定資産合計 2,928 3,336

投資その他の資産 10,996 8,789

固定資産合計 45,925 44,721

資産合計 126,166 129,518

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,612 26,351

短期借入金 13,313 14,599

未払法人税等 2,237 3,142

賞与引当金 1,643 1,636

役員賞与引当金 92 246

その他 9,353 10,520

流動負債合計 50,253 56,497

固定負債   

長期借入金 5,881 3,941

退職給付引当金 1,017 909

その他 460 623

固定負債合計 7,358 5,474

負債合計 57,612 61,972



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,216 7,216

資本剰余金 4,867 4,867

利益剰余金 54,045 51,150

自己株式 △1 △0

株主資本合計 66,128 63,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 481 764

為替換算調整勘定 △107 1,491

評価・換算差額等合計 373 2,256

少数株主持分 2,052 2,056

純資産合計 68,553 67,546

負債純資産合計 126,166 129,518



（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) 

営業収入 153,226

営業原価 130,501

営業総利益 22,724

販売費及び一般管理費 17,053

営業利益 5,670

営業外収益  

受取利息 205

受取配当金 18

負ののれん償却額 14

為替差益 138

雑収入 184

営業外収益合計 561

営業外費用  

支払利息 206

持分法による投資損失 57

雑支出 16

営業外費用合計 280

経常利益 5,951

特別利益  

前期損益修正益 25

固定資産売却益 9

特別利益合計 34

特別損失  

固定資産除却損 3

投資有価証券評価損 93

損害補償損失引当金繰入額 46

特別損失合計 142

税金等調整前四半期純利益 5,843

法人税等 2,214

少数株主利益 254

四半期純利益 3,374



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 5,843

減価償却費 1,678

のれん償却額 24

負ののれん償却額 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） 46

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △159

退職給付引当金の増減額（△は減少） 126

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20

受取利息及び受取配当金 △223

支払利息 206

持分法による投資損益（△は益） 57

固定資産売却損益（△は益） △9

固定資産除却損 3

投資有価証券評価損益（△は益） 93

損害賠償損失引当金繰入額 46

売上債権の増減額（△は増加） △414

仕入債務の増減額（△は減少） △1,509

その他 △2,126

小計 3,648

利息及び配当金の受取額 253

利息の支払額 △223

法人税等の支払額 △2,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 851

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △12

定期預金の払戻による収入 149

有形固定資産の取得による支出 △1,008

有形固定資産の売却による収入 18

投資有価証券の取得による支出 △3,004

投資有価証券の売却及び償還による収入 53

貸付けによる支出 △2

貸付金の回収による収入 4

敷金及び保証金の差入による支出 △236

敷金及び保証金の回収による収入 149

その他 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,832



（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) 

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） 1,637

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △44

長期借入れによる収入 2,610

長期借入金の返済による支出 △3,450

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △467

少数株主への配当金の支払額 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー 137

現金及び現金同等物に係る換算差額 △902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,745

現金及び現金同等物の期首残高 28,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,754



 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 

貨物運送事業の営業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収入の合計及び営業利益の合計に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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近接度を考慮し、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)米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

(2)欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、

アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、アフリカ諸国 

(3)東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア 

(4)東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナ

ム、中近東諸国 

  

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州・ 

アフリカ 

(百万円) 

東アジア・

オセアニア

(百万円) 

東南アジア・

中近東 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

営業収入                 

（1）外部顧客に対する

営業収入 
 63,842  19,946  15,155  41,953  12,329  153,226 －   153,226

（2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 621  1,976  545  522  230  3,894  △3,894 －  

計  64,463  21,922  15,700  42,475  12,559  157,121  △3,894  153,226

営業利益  1,225  1,282  494  2,006  656  5,665  4  5,670

ｃ．海外売上高  

 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近接度を考慮し、区分しております。 

２．各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）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、

アイルランド、ロシア、南アフリカ及びその他の欧州、アフリカ諸国

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア 

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナ

ム、中近東諸国 

３．海外営業収入は、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入であります。 

  

  米州 
欧州・ 

アフリカ 

東アジア・ 

オセアニア 

東南アジア・

中近東 
計 

Ⅰ 海外営業収入（百万円）  19,948  15,159  41,954  12,330  89,392

Ⅱ 連結営業収入（百万円） －  －  －  －   153,226

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％） 
 13.0  9.9  27.4  8.0  58.3



（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。 

  



「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） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入        143,152  100.0

Ⅱ 営業原価        120,011  83.8

営業総利益        23,141  16.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        17,126  12.0

営業利益        6,015  4.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  222            

２．受取配当金  18            

３．持分法による投資利益  15            

４．負ののれん償却額  15            

５．為替差益   394            

６．雑収入   136  803  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  225            

２．雑支出  18  243  0.2

経常利益        6,576  4.6

Ⅵ 特別利益                  

１．償却債権取戻益  13  13  0.0

税金等調整前中間純利益        6,589  4.6

法人税、住民税及び事業税    2,365  1.7

少数株主利益        232  0.1

中間純利益        3,991  2.8

        



（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（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  6,589

減価償却費  1,775

のれん償却額  26

負ののれん償却額  △15

賞与引当金の増（減）額  598

役員賞与引当金の増（減）額  △186

退職給付引当金の増（減）額  △220

貸倒引当金の増（減）額  △11

受取利息及び受取配当金  △241

支払利息  225

持分法による投資損益  △15

売上債権の（増）減額  4,181

仕入債務の増（減）額  △4,847

その他の増減額  △554

小計  7,304

利息及び配当金の受取額  253

利息の支払額  △232

法人税等の支払額  △2,206

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,118



  

  
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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △55

定期預金の払戻による収入  2,368

有形固定資産の取得による支出  △923

有形固定資産の売却による収入  5

投資有価証券の取得による支出  △200

投資有価証券の売却による収入  50

子会社株式の追加取得による支出  △15

貸付による支出  △20

貸付金の回収による収入  19

敷金・保証金の預入による支出  △410

敷金・保証金の回収による収入  242

その他の増減額  421

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,482

Ⅲ 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  △512

ファイナンス・リース債務の返済に
よる支出 

 △50

長期借入による収入  1,600

長期借入金の返済による支出  △2,305

配当金の支払額  △395

少数株主への配当金の支払額  △133

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,797

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  230

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  5,034

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  19,467

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  24,501

    



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

貨物運送事業の営業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収入の合計及び営業利益の合計に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

  

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州・ 

アフリカ 

(百万円) 

東アジア・

オセアニア

(百万円) 

東南アジア・

中近東 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

営業収入                 

（1）外部顧客に対する

営業収入 
 60,683  18,657  12,309  38,833  12,668  143,152 －   143,152

（2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 742  2,154  517  559  264  4,238  △4,238 －  

計  61,426  20,812  12,826  39,392  12,932  147,391  △4,238  143,152

営業費用  59,019  19,852  12,752  37,429  12,306  141,360  △4,223  137,137

営業利益  2,407  959  74  1,963  626  6,030  △15  6,015

ｃ．海外営業収入 

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） 

  

  米州 
欧州・ 

アフリカ 

東アジア・ 

オセアニア 

東南アジア・

中近東 
計 

Ⅰ 海外営業収入（百万円）  18,660  12,312  38,834  12,669  82,477

Ⅱ 連結営業収入（百万円） －  －  －  －   143,152

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％） 
 13.0  8.6  27.1  8.9  57.6
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