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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 26,025 ― 824 ― 874 ― 478 ―
20年3月期第2四半期 25,914 △1.8 822 △4.3 875 △9.7 516 19.9

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2四半期 44.58 ―
20年3月期第2四半期 48.16 ―

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 27,729 11,899 42.9 1,108.98
20年3月期 26,625 11,577 43.5 1,079.00

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,899百万円 20年3月期  11,577百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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 52,000 2.8 730 △17.0 800 △16.1 400 △24.5 37.28

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に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、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ので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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 無

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  11,000,000株 20年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  270,076株 20年3月期  270,076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  10,729,924株 20年3月期第2四半期  10,729,924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におけるわが国経済は、米国発のサブプライムローン問題が世界的な金融危機に発展

し、実体経済への波及は避けられない状況となっており、景気後退懸念が一層強まってまいりました。  

 当グループが主たる市場としております低温食品物流業界におきましては、相対的に物量は安定しております

が、主要原価のひとつである燃料価格は依然として高い水準にあり、かつてない厳しい経営環境に直面いたしまし

た。 

 こうした状況下ではありますが、当グループは利益の確保と共に「安全確保」を全社の年度行動スローガンとし

て掲げました。食の安全はもとより社会生活のあるゆる面において要求が高まっている「安全であること」に対し

て、輸送業務をはじめ、企業活動の全てにおいて安全を求めてまいります。その取り組みといたしまして、トラッ

クへのドライブレコーダーの装着、事業所内への防犯カメラの設置または増設、運輸安全マネジメントの構築、Ｉ

ＳＯ認証取得の継続等を実施し、企業活動の品質を高め「ＣＨＩＬＬＥＤ ＬＩＮＥ ＭＥＩＴＯ」のブランド力

向上に努めてまいりました。収益面の改善策といたしまして、首都圏における配送の一元管理による効率化を推進

してまいりました。また、燃料価格の高騰に対応するため、顧客の協力を得て配送コースの合理化を進めるととも

に、適正な運賃の確保に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、営業収益、経常利益とも概ね前年同期並みの水準を確保いたしまし

た。営業収益は260億25百万円（前年同期比0.4％増）と、前年同期と比較して１億11百万円の増収となり、経常利

益は８億74百万円（同0.1％減）、四半期純利益は４億78百万円（同7.4％減）と、前年同期と比較して38百万円の

減益となりました。  

 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貨物運送事業 

 貨物運送事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス

㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社

が行っております。運輸業界では依然として燃料費の高騰など厳しい経営環境の中、グループ全体で業容の拡大

と運行の効率化に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は213億５百万円（同0.2％増）、営業利益

（配賦不能営業費用控除前）は７億41百万円（同7.8％減）となりました。 

 ②物流センター管理事業 

 物流センター管理事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサ

ービス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行

っております。当第２四半期連結累計期間の営業収益は45億76百万円（同1.5％増）、営業利益（配賦不能営業

費用控除前）は５億71百万円（同13.1％増）となりました。 

 ③その他事業 

 その他事業は、㈱名商が、当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナ

ンス等を行っております。当第２四半期連結累計期間の営業収益は１億43百万円（同1.8％増）、営業利益（配

賦不能営業費用控除前）は30百万円（同36.0％減）となりました。 

※なお、文中の前年同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 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億３百万円増加し277億29百万円となり

ました。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億74百万円増加し91億29百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が１億77百万円、受取手形及び営業未収金が62百万円それぞれ増加したことな

どによるものであります。また、固定資産につきましては、新関西物流センター建設のための建設仮勘定が増加

したこと等により、前連結会計年度末に比べ７億28百万円増加し185億99百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７億81百万円増加し158億29百万円となりました。流動負債に

つきましては、前連結会計年度末に比べ４億６百万円増加し86億52百万円となりました。これは主に短期借入金

（１年以内返済予定長期借入金を含む。）が１億２百万円、未払法人税等が２億４百万円それぞれ増加したこと

等によるものであります。また、固定負債につきましては、長期借入金が２億67百万円、退職給付引当金が96百

万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億75百万円増加し71億77百万円となりました。

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億21百万円増加し118億99百万円となり、自己資本比率は

42.9％となりました。 



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末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１億82百万円増加し27億85百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は12億８百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益８億72百万円及び減価償却費６億27百万円を計上したことや、退職給付

引当金の増加等の増加要因や、法人税等の支払額２億23百万円、賞与引当金及び売上債権等の減少によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は12億36百万円となりました。 

 これは主に、車両運搬具等の有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は２億９百万円となりました。 

 これは主に短期借入金及び長期借入金の借入れによる収入が16億百万円に対し、短期借入金及び長期借入金の

返済による支出が12億29百万円となったこと等によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績は、予想数値を上回っておりますが、例年下期は物量が減少することに加え、今

下期は景気後退懸念が強まるなど、収益環境は一段と不透明感を増しているため、通期の連結業績予想につきまし

ては、平成20年５月12日の決算発表時に公表した数値と変更はありません。 

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簡便な会計処理 

（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する方法によ

っております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（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 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 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。 

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、機械装

置の耐用年数について見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用

しております。 

 これによる損益及びセグメント情報に与える影響は、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：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 2,785,441 2,608,193

受取手形及び営業未収金 5,531,016 5,468,925

繰延税金資産 284,445 291,600

その他 539,760 399,122

貸倒引当金 △11,370 △13,496

流動資産合計 9,129,292 8,754,345

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,571,774 1,474,851

建物及び構築物（純額） 4,979,261 5,140,317

土地 4,866,784 4,880,464

その他（純額） 1,067,371 234,617

有形固定資産合計 12,485,191 11,730,249

無形固定資産   

のれん 11,452 13,997

その他 467,685 430,159

無形固定資産合計 479,138 444,157

投資その他の資産   

投資有価証券 1,708,969 1,704,669

敷金及び保証金 1,437,864 1,446,274

繰延税金資産 1,401,368 1,364,253

その他 1,087,383 1,182,064

貸倒引当金 △175 △172

投資その他の資産合計 5,635,409 5,697,090

固定資産合計 18,599,739 17,871,497

資産合計 27,729,032 26,625,842

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,052,114 2,027,481

短期借入金 2,381,000 2,290,000

1年内返済予定の長期借入金 1,288,364 1,276,564

未払法人税等 450,060 245,575

未払費用 1,245,450 1,250,833

賞与引当金 545,132 583,107

役員賞与引当金 15,380 34,320

その他 674,935 538,418

流動負債合計 8,652,437 8,246,300



（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) 

固定負債   

長期借入金 3,578,888 3,311,270

退職給付引当金 3,202,296 3,106,087

役員退職慰労引当金 217,610 204,303

その他 178,562 180,344

固定負債合計 7,177,357 6,802,005

負債合計 15,829,794 15,048,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,900 2,176,900

資本剰余金 1,868,430 1,868,430

利益剰余金 8,006,065 7,688,710

自己株式 △309,509 △309,509

株主資本合計 11,741,885 11,424,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157,352 153,006

評価・換算差額等合計 157,352 153,006

純資産合計 11,899,237 11,577,537

負債純資産合計 27,729,032 26,625,842



（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 26,025,950

営業原価 24,395,143

営業総利益 1,630,807

販売費及び一般管理費 805,956

営業利益 824,850

営業外収益  

受取利息 7,169

受取配当金 11,020

投資有価証券売却益 2,609

持分法による投資利益 15,677

その他 74,991

営業外収益合計 111,467

営業外費用  

支払利息 51,967

その他 10,329

営業外費用合計 62,296

経常利益 874,021

特別利益  

固定資産売却益 27,393

その他 2,914

特別利益合計 30,308

特別損失  

固定資産除売却損 1,742

投資有価証券評価損 16,166

賃借資産紛失弁償金 14,154

特別損失合計 32,063

税金等調整前四半期純利益 872,266

法人税、住民税及び事業税 424,470

法人税等調整額 △30,506

法人税等合計 393,964

四半期純利益 478,302



（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 872,266

減価償却費 627,576

のれん償却額 2,544

建設協力金償却 28,919

有形固定資産除売却損益（△は益） △25,650

投資有価証券評価損益（△は益） 16,166

投資有価証券売却損益（△は益） △2,609

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,122

退職給付引当金の増減額（△は減少） 96,209

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,307

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,975

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,940

受取利息及び受取配当金 △18,189

支払利息 51,967

持分法による投資損益（△は益） △15,677

売上債権の増減額（△は増加） △62,088

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,114

仕入債務の増減額（△は減少） 24,633

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,194

その他 △113,272

小計 1,472,374

利息及び配当金の受取額 14,342

利息の支払額 △53,312

割増退職金の支払額 △1,799

法人税等の支払額 △223,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,208,362

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 △5,000

定期預金の払戻による収入 10,000

投資有価証券の取得による支出 △4,292

投資有価証券の売却による収入 6,105

有形固定資産の取得による支出 △1,226,560

有形固定資産の売却による収入 58,939

無形固定資産の取得による支出 △79,877

貸付けによる支出 △17,080

貸付金の回収による収入 19,052

その他の支出 △12,603

その他の収入 15,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,236,084



（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) 

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 600,000

短期借入金の返済による支出 △509,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △720,582

配当金の支払額 △160,448

財務活動によるキャッシュ・フロー 209,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,247

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,193

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,785,441



 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、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、軽貨物自動車運送事業 

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等 

(3）その他事業……………………損害保険代理業等 

〔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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔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） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。 

（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。 

 
貨物運送事業 
（千円） 

物流センター
管理事業 
（千円） 

その他事業 
（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 

21,305,314 4,576,746 143,890 26,025,950 － 26,025,950 

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

1,867 37,265 70,649 109,782 (109,782) － 

計 21,307,181 4,614,011 214,540 26,135,733 (109,782) 26,025,950 

営業利益 741,394 571,639 30,745 1,343,778 (518,927) 824,850 



６．その他の情報 

(1）訴訟 

①訴訟の内容 

 平成18年２月５日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突し、

障害を負わせた交通事故に関し、平成20年７月９日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業員に対

し、以下②記載の額の支払いを求める訴訟が起こされたものであります。 

②原告による請求金額 

ア．金142,384千円及びこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の割合による金員の支払

い。 

イ－ａ．平成20年７月１日以降平成21年３月31日までの期間、１日当り24,000円として当月の日数を乗じて算

出される月額の支払い。 

ｂ．平成21年以降毎年４月１日から翌年３月31日までの期間、次の算式で算出される基礎日額に当月の日

数を乗じて算出される月額の支払い。 

（計算式） 

基礎日額＝24,000円×当該年の前年の消費者物価指数／平成19年の消費者物価指数 

ウ．平成36年１月１日以降事故の直接被害者である原告が死亡する日まで、前掲イ項の所定の金員に付加し

て、前掲イ項の所定の基礎日額の２分の１の金額に当月の日数を乗じて算出される月額の支払い。 

エ．被害者の両親それぞれに対し、金3,300千円とこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分

の割合による金員の支払い。 

③当社の意見 

 当社としては、原告からの請求に対して、請求金額や支払方法等について法廷の場で適切に対応していく所存

であります。 

 なお、訴訟の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額は不明で

あります。 



「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   25,914,742 100.0 

Ⅱ 営業原価   24,283,816 93.7 

営業総利益   1,630,926 6.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   808,167 3.1 

営業利益   822,758 3.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 7,883     

２．受取配当金 11,251     

３．被害事故損害賠償金収入 9,634     

４．商品廃棄代行手数料 12,995     

５．持分法による投資利益 32,291     

６．その他 45,549 119,607 0.5 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 48,468     

２．その他 18,663 67,132 0.3 

経常利益   875,233 3.4 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 17,940     

２．役員退職慰労引当金戻入
益 

1,531 19,471 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 24,250 24,250 0.1 

税金等調整前中間純利益   870,454 3.4 

法人税、住民税及び事業
税 

365,228     

法人税等調整額 △11,520 353,708 1.4 

中間純利益   516,746 2.0 

       



（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 

 

税金等調整前中間純利益 870,454 

減価償却費 614,960 

のれん償却額  2,544 

建設協力金償却  27,119 

固定資産除売却損  24,250 

貸倒引当金の増加額  8,094 

退職給付引当金の増加額  38,835 

役員退職慰労引当金の増
加額  

5,955 

賞与引当金の増加額  4,529 

役員賞与引当金の減少額  △29,100 

受取利息及び受取配当金  △19,134 

支払利息  48,468 

持分法による投資利益  △32,291 

有形固定資産売却益  △17,940 

売上債権の増加額  △829,337 

たな卸資産の増加額  △12,517 

仕入債務の増加額  150,548 

未払消費税等の減少額 △13,409 

その他  2,797 

小計 844,827 

利息及び配当金の受取額  14,826 

利息の支払額  △53,520 

法人税等の支払額  △334,486 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

471,647 

 



 
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） 

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 

△29,334 

定期預金の払戻による収
入  

29,318 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△23,844 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△1,871,493 

有形固定資産の売却によ
る収入  

48,155 

無形固定資産の取得によ
る支出  

△109,979 

長期前払費用の支出額  △22,932 

貸付けによる支出  △7,005 

貸付金の回収による収入  17,193 

その他の投資の取得支出  △28,103 

その他の投資の返戻収入  22,878 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,975,147 

Ⅲ 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 1,026,000 

短期借入金の返済による
支出  

△450,500 

長期借入れによる収入  1,600,000 

長期借入金の返済による
支出  

△794,530 

配当金の支払額  △159,868 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

1,221,102 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

△282,398 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

2,409,960 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

2,127,561 

   



（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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。 

〔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） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。 

 
貨物運送事業 
（千円） 

物流センター
管理事業 
（千円） 

その他事業 
（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 

21,262,902 4,510,489 141,351 25,914,742 － 25,914,742 

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

156,972 68,422 194,109 419,504 (419,504) － 

計 21,419,874 4,578,911 335,460 26,334,246 (419,504) 25,914,742 

営業費用 20,615,508 4,073,431 287,415 24,976,356 115,627 25,091,983 

営業利益 804,365 505,480 48,044 1,357,890 (535,131) 822,758 
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