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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 136,832 ― 4,614 ― 5,491 ― 3,040 ―

20年3月期第3四半期 138,139 3.5 7,718 △2.0 8,870 2.7 5,434 5.2

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3四半期 72.08 ―

20年3月期第3四半期 128.86 ―

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3四半期 88,732 57,878 63.1 1,327.33
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3四半期  55,975百万円 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 170,500 △9.1 5,000 △51.1 6,000 △49.8 3,150 △56.7 74.70

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10月27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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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3四半期  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3四半期  50,200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3四半期  42,170,592株 20年3月期第3四半期  42,170,089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３四半期（９か月）における世界経済は、昨年９月のリーマン・ブラザーズ破綻を機として、米国の金融市場

の混乱を端緒にした世界的な景気の後退により一層拍車がかかり、上半期は比較的堅調であった新興国経済にも影響

を及ぼしました。全世界的に信用収縮が進んで景気の後退が顕著となり、世界同時不況の底がまだ見えない状況が続

いております。 

 これに伴い、日本においても、秋頃から外需の急速な悪化が内需にも影響し、燃油を含む資源価格が当第３四半期

（３か月）の後半から大幅な下落基調に転じているにもかかわらず、これまで景気を牽引してきた輸出の落ち込みに

より企業収益や景況感の悪化に歯止めがかからない状況となっています。 

 国内外において、自動車関連部品や電機・電子部品等、さまざまな業種でおこなわれている在庫や生産の調整等に

伴って、国際貨物市場の荷動きは急激に減少しており、航空貨物のみならず、海上貨物でも荷動きが鈍化していま

す。特に、当第３四半期（３か月）においては、原油価格の下落に伴う航空貨物に関する燃油サーチャージ低減の効

果はいまだ限定的であるところへ、上述のようなマーケットの状況を受けて、日本において輸出航空貨物量が大きく

落ち込みました。 

 このような事業環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、前年同期に比べ、営業収益は

0.9％の減少となり、営業利益は59.8％、経常利益は61.9％に留まりました。 

（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、原油価格の下落に伴う航空貨物に関する燃油サーチャージ低減の効果はいまだ限定的である

うえ、当第３四半期（３か月）に入って、企業収益や景況感の悪化に歯止めがかからず、自動車関連部品や電子部品

等、さまざまな業種での販売不振と生産調整に伴って、特に日本の輸出航空貨物量が大幅に落ち込み、当第３四半期

（９か月）累計でも前年同期に比し減少となりました。 

 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ていた海上貨物においても、当

第３四半期（３か月）からは荷動きが低調でした。 

 この結果、貨物運送事業の営業収益は132,895百万円（前年同期比0.8％減）となった一方、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、円高による為替レートの

影響等により、営業利益は4,097百万円（同43.1％減）となりました。  

②旅行事業 

 旅行事業についても、世界同時不況の影響を受けて取扱人数が減少し、営業収益は3,816百万円（前年同期比7.2％

減）、営業利益は307百万円（同15.5％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1,244百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は209百万円（同37.1％

増）となりました。  

（３）所在地別セグメントの業績 

①日本 

 航空輸出におきましては、当第３四半期（３か月）に入って早々に燃油サーチャージが当期の 高値へと急騰し、

輸送コスト高に起因する航空輸送回避がいっそう顕在化しました。また、ようやく燃油サーチャージが下落に転じた

当第３四半期（３か月）後半には、米国経済の景気悪化が日本を含む世界同時不況へと波及する状況となり、幅広い

業種での在庫調整や生産調整等に伴い、荷動きが急激に鈍化いたしました。特に米州及びアジア向けの自動車関連部

品や電子部品の出荷減少が顕著となり、当第３四半期（３か月）の輸出航空貨物の取扱量は前年同期実績の38.2％減

と大幅に落ち込み、当第３四半期（９か月）累計でも前年同期実績を下回る結果となりました。航空輸入は、市況の

低迷に出口がいまだ見えず、輸入食品への不安やボジョレーヌーボーの人気低下等も影響し、当社の取扱いも前年同

期実績を下回りました。 

海上貨物におきましては、航空輸送からの切り替え等により堅調に伸びていた輸出は、当第３四半期（３か月）に

入って荷動きが鈍化しました。また輸入も、引き続き航空貨物と同様に低調な取扱いとなりました。 

旅行事業におきましては、第３四半期（３か月）に入って実態経済の急速な悪化に伴い、顧客企業の海外出張自粛

等が進み、業務渡航取扱人数や航空会社からの販売手数料収入が減少いたしました。 

この結果、国内連結子会社を含めた営業収益は61,163百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益は当第３四半期

（３か月）後半からの原油価格下落に伴う航空貨物に関する燃油サーチャージ低減の効果はいまだ限定的であるう

え、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、748百万円（同77.9％減）となりました。 
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②北米 

 当第３四半期（３か月）に入って金融不安からなる米国景気の後退が鮮明となりました。航空輸出は、欧州向けが

比較的堅調でしたが、燃油サーチャージの高止まりによる海上輸送へのシフトや、日本に加えて他のアジア地域への

出荷も、前期の自動車部品特需の反動減もあって低調に転じました。航空輸入は、日本からの自動車部品の緊急輸送

も当第３四半期（３か月）に入って落ち着き、取扱いが減少しました。 

 海上貨物につきましては、航空貨物からの輸送変更が継続し、物流資材を中心に輸出入ともに堅調な取扱いとなり

ました。 

ロジスティクス事業では、品質・セキュリティ強化に努め、極内における自動車部品や家電製品の在庫管理・輸送

手配の取扱いが順調に推移しました。 

 円への換算レートの円高傾向は続いたものの、燃油サーチャージ上昇もあり、営業収益は13,197百万円（前年同期

比0.9％減）、営業利益は輸入取扱いの減少、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

407百万円（同30.6％減）となりました。 

③欧州 

 航空輸出は、燃油サーチャージ上昇に伴う海上輸送への切り替えと米国経済後退の影響により、当第３四半期（３

か月）に入って米州向け出荷の減少が顕著となり、自動車関連部品・医療関連機器を中心に一段と取扱いが減少しま

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混載集約を進め、サービス品質向上及び

業務効率の改善に努めました。その結果、全般的な物量は減少傾向にありながらも、アジアからの事務機器の取扱い

が増加したほか、自動車関連部品及び半導体関連部品の取扱いが堅調に推移し、当第３四半期（３か月）もほぼ前年

同期並みの取扱量を維持しました。 

海上貨物においても、欧州ゲートウェイ拠点であるベネルクスへの荷動きは堅調で、航空貨物からの輸送変更もあ

り、自動車関連部品・家電等を中心に取扱いは前年同期実績を上回りました。 

ロジスティクス事業では、英国で倉庫を大幅に借り増して設備も充実させ、顧客へ提供するサービス品質の向上を

図りました。 

この結果、営業収益は16,368百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益は817百万円（同13.7％増）となりました。

④東アジア 

 航空輸出は、北京オリンピック開催に伴い一時的に出荷が鈍化しましたが、欧州向け事務機器の増加や米州向け緊

急出荷により、取扱量は堅調に推移しました。航空輸入は、欧州発及びアジア域内における荷動きが鈍化しました。

 海上貨物におきましては、部材の現地調達率上昇等による荷動きの鈍化等が一部に見られるものの、全体としては

概ね順調に推移しました。 

 この結果、円への換算レートの円高傾向は続いたものの、燃油サーチャージ上昇もあり、営業収益は26,326百万円

（前年同期比1.1％増）、営業利益は1,485百万円（同24.2％減）となりました。 

 ⑤南アジア・オセアニア 

 航空貨物では、当第３四半期（３か月）に入って域内物流が鈍化したものの、インドネシア及びベトナムから欧米

への自動車関連部品・デジタル機器関連品の輸出取扱いは引き続き堅調でした。航空輸入も、全体としてはやや落ち

着きを見せつつも、主としてシンガポールへの半導体関連やベトナムへの自動車関連部品の取扱いが堅調に増加いた

しました。 

海上貨物は、航空貨物と同様にベトナム、シンガポールでの取扱いが伸び、自動車関連部品を中心に輸出入とも堅

調な荷動きとなりました。 

ロジスティクス事業においては、部材保管・製品管理、非居住者在庫管理等の旺盛な需要に対応するため、フィリ

ピンやベトナムで新倉庫を稼動いたしました。 

この結果、営業収益は21,580百万円（前年同期比7.1％増）、営業利益は1,216百万円（同8.5％増）となりまし

た。 

「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。  
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 当第３四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9,634百万円減少し、88,732百万円となり

ました。これは、短期貸付金や前払金の増加等によりその他流動資産が1,175百万円増加した一方で、受取手形及び

営業未収金が8,238百万円減少したことや有形固定資産が1,414百万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、7,898百万円減少し、30,854百万円となりました。これは、支払

手形及び営業未払金が4,761百万円減少したほか、短期借入金が1,141百万円、未払法人税が1,748百万円減少したこ

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57,878百万円となり、自己資本比率は63.1％

となりました。  

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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 

 昨年11月以降、さまざまな輸出関連産業の在庫や生産の調整等に伴って、世界的に国際貨物市場の荷動きが想定を

超えて急激に減少を続けており、現下の状況の回復がまだ見えない状況に鑑み、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。 

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10月27日発表) 

百万円 

 190,000

百万円 

 7,150

百万円 

 8,200

百万円 

 4,700

円 銭 

 111.45

 今回修正予想(B)  170,500  5,000  6,000  3,150  74.70

 増減額(B)-(A)  △19,500  △2,150  △2,200  △1,550  －

 増減率 △10.3％ △30.1％ △26.8％ △33.0％  －

（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

 前回発表予想(A) 

 (平成20年10月23日発表) 

百万円

 79,800

百万円 

 950

百万円 

 2,300

百万円 

 1,300

 今回修正予想(B)  68,100  0  1,100  250

 増減額(B)-(A)  △11,700  △950  △1,200  △1,050

 増減率 △14.7％ △100.0％ △52.2％ △80.8％ 

（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３四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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 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。 

 これによる、当第３四半期連結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３四半期連結累計期間の営業収益が4,569百万円、営業利益が262百万円、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益が304百万円それぞれ増加しております。 

 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 20,303 21,024

受取手形及び営業未収金 32,802 41,040

貯蔵品 36 30

繰延税金資産 903 901

その他 4,919 3,744

貸倒引当金 △128 △181

流動資産合計 58,835 66,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,874 19,627

減価償却累計額 △7,745 △7,392

建物及び構築物（純額） 11,129 12,235

機械装置及び運搬具 1,164 1,243

減価償却累計額 △744 △786

機械装置及び運搬具（純額） 420 457

工具、器具及び備品 4,369 4,531

減価償却累計額 △2,815 △2,899

工具、器具及び備品（純額） 1,554 1,632

土地 7,496 7,681

建設仮勘定 3 11

有形固定資産合計 20,602 22,016

無形固定資産   

のれん 23 31

その他 1,088 1,302

無形固定資産合計 1,111 1,333

投資その他の資産   

投資有価証券 2,578 2,806

長期貸付金 376 463

繰延税金資産 1,971 1,859

その他 3,549 3,667

貸倒引当金 △290 △336

投資その他の資産合計 8,184 8,459

固定資産合計 29,897 31,808

資産合計 88,732 98,366
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 17,037 21,798

短期借入金 541 1,682

未払法人税等 688 2,436

繰延税金負債 12 2

賞与引当金 1,384 1,484

役員賞与引当金 49 －

その他 5,178 5,314

流動負債合計 24,889 32,716

固定負債   

長期借入金 1,150 1,500

繰延税金負債 92 100

退職給付引当金 4,117 3,827

役員退職慰労引当金 222 308

負ののれん 14 33

その他 370 268

固定負債合計 5,965 6,036

負債合計 30,854 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 48,795 46,775

自己株式 △68 △68

株主資本合計 57,840 55,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54 69

為替換算調整勘定 △1,919 1,836

評価・換算差額等合計 △1,865 1,905

少数株主持分 1,903 1,889

純資産合計 57,878 59,614

負債純資産合計 88,732 98,366
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

貨物運送業収益 132,895

旅行業収益 3,816

その他の事業収益 121

営業収益合計 136,832

営業原価  

貨物運送業原価 104,830

旅行業原価 181

その他の事業原価 636

営業原価合計 105,647

営業総利益 31,185

販売費及び一般管理費 26,571

営業利益 4,614

営業外収益  

受取利息 332

受取配当金 39

為替差益 370

持分法による投資利益 33

負ののれん償却額 19

その他 164

営業外収益合計 957

営業外費用  

支払利息 43

固定資産除却損 18

その他 19

営業外費用合計 80

経常利益 5,491

特別利益  

貸倒引当金戻入額 54

特別利益合計 54

特別損失  

投資有価証券評価損 582

固定資産売却損 43

固定資産除却損 77

会員権評価損 10

特別損失合計 712

税金等調整前四半期純利益 4,833

法人税等 1,429

少数株主利益 364

四半期純利益 3,040
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

 該当事項はありません。 

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の営業収益合計が「貨物運送事業」で4,545百万円、

「その他事業」で56百万円それぞれ増加しており、また、営業利益は「貨物運送事業」で231百万円、「その他事業」で27百万円そ

れぞれ増加しております。 

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。 

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の営業収益合計が「北米」で421百万円、「欧州」で

1,474百万円、「東アジア」で1,028百万円、「南アジア・オセアニア」で1,686百万円それぞれ増加しており、また、営業利益は

「北米」で18百万円、「欧州」で92百万円、「東アジア」で81百万円、「南アジア・オセアニア」で72百万円それぞれ増加してお

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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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
（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 132,895 3,816 121  136,832  － 136,832

（２）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
－ － 1,123  1,123  △1,123 －

計 132,895 3,816 1,244  137,955  △1,123 136,832

営業利益 4,097 307 209  4,613  1 4,614

ｂ．所在地別セグメント情報 

  
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  61,012  12,642  15,599  26,138  21,441  136,832  －  136,832

（２）セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 151  555  769  188  139  1,802  △1,802  －

計  61,163  13,197  16,368  26,326  21,580  138,634  △1,802  136,832

営業利益  748  407  817  1,485  1,216  4,673  △59  4,614

（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）四半期連結損益計算書 

   

  
前年第３四半期

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業収益     

１．貨物運送業収益 133,907   

２．旅行業収益 4,111   

３．その他の事業収益 121 138,139

Ⅱ 営業原価     

１．貨物運送業原価 103,127   

２．旅行業原価 179   

３．その他の事業原価 541 103,847

営業総利益   34,292

Ⅲ 販売費及び一般管理費   26,574

営業利益   7,718

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息 379   

２．受取配当金 34   

３．為替差益 625   

４．投資有価証券売却益 0   

５．持分法による投資利益  36   

６．負ののれん償却額 24   

７．その他 154 1,252

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息 67   

２．固定資産除却損 15   

３．その他 18 100

経常利益   8,870

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益 9   

２．会員権売却益 14   

３．前期損益修正益 17 40

Ⅶ 特別損失     

１．減損損失 94

２．投資有価証券評価損  3 97

税金等調整前四半期純利益   8,813

法人税等 2,999

少数株主利益   380

四半期純利益   5,434
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前年第３四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

   

（２）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
（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 133,907 4,111 121  138,139  － 138,139

（2）セグメント間の内部営業収益又は

振替高 
0 － 1,012  1,012  △1,012 －

計 133,907 4,111 1,133  139,151  △1,012 138,139

営業費用 126,706 3,747 981  131,434  △1,013 130,421

営業利益 7,201 364 152  7,717  1 7,718

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年第３四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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．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。 

   

  
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  64,901  12,700  14,749  25,813  19,976  138,139  －  138,139

（2）セグメント間の内部営業収益又

は振替高 
 193  611  756  215  167  1,942  △1,942  －

計  65,094  13,311  15,505  26,028  20,143  140,081  △1,942  138,139

営業費用  61,712  12,725  14,786  24,069  19,023  132,315  △1,894  130,421

営業利益  3,382  586  719  1,959  1,120  7,766  △48  7,718
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