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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3四半期 221,634 ― 8,069 ― 8,655 ― 5,064 ―
20年3月期第3四半期 213,206 0.9 9,760 12.7 10,447 16.0 6,342 26.1

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 140.69 ―
20年3月期第3四半期 176.18 ―

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 123,805 67,919 53.3 1,834.19
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3四半期  66,029百万円 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  有   

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 261,000 △10.7 8,600 △38.1 8,800 △41.1 5,600 △38.9 155.56

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.平成20年11月7日に公表いたしました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
2.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、及び上記1に係る業績予想
の具体的修正内容は、３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下さい。 
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3四半期  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3四半期  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3四半期  35,999,603株 20年3月期第3四半期  35,999,725株



当第３四半期連結累計期間（平成20年４月1日～平成20年12月31日）（以下、当第３四半期（９ヶ月）とい

う。）における世界経済は、米国に端を発した金融危機が先進国を中心に波及し、それまでの資源国を始めと

する新興諸国の底堅い成長も徐々に減速し、当第３四半期（９ヶ月）後半からは急速に悪化いたしました。 

我が国経済は、世界景気の減退や急激な円高の進行により、企業収益の悪化が進み、輸出と生産の落ち込み

や設備投資の減少、個人消費の減退などが見られ、景気の悪化が鮮明となりました。 

当社グループの当第３四半期（９ヶ月）の航空貨物輸送は、海外地域においては概ね荷動きが堅調に推移し

たものの、従来からの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に加え世界景気の悪化

により、日本発着の取扱い物量が10月以降急減し、航空輸出貨物重量は前年同期比2.3％減、航空輸入貨物件

数は同2.4％減となりました。一方、海上貨物輸送は、輸出容積で前年同期比17.6％増、輸入件数で同7.8％増

となりました。 

  

 ＜日本＞ 

 航空輸出貨物は、期初は中・東欧向けの薄型テレビ部材やアジア向けエレクトロニクス品に底堅い荷動きが

見られましたが、世界景気悪化の影響により10月以降の取扱い物量は急減し、重量で前年同期比16.1％減とな

りました。航空輸入貨物は、期初から半導体関連品やデジタル家電関連品等の荷動きに鈍化が見られ、10月以

降は輸出同様その減少幅が拡大し、取扱い件数は前年同期比8.0％減となりました。海上輸出貨物では、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23.1％増となりました。

海上輸入貨物では、アパレル関連品や雑貨、自動車部品等が増加し、取扱い件数で同5.0％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92,493百万円（前年同期比2.0％減）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も追い風

となり、取扱い重量は前年同期比11.9％増となりました。航空輸入貨物は、米国内の消費が減速する中、前期

から継続しているアジア発北米向け取扱い物量拡大施策による物量増加もあり、取扱い件数で前年同期比

3.7％増となりました。海上貨物は、輸出容積で前年同期比8.4％増、輸入件数で同10.9％増となりました。こ

れらにより米州全体の営業収入は32,664百万円（前年同期比11.0％増）となりました。          

 なお、在外連結子会社等の財務諸表項目（収益及び費用）の１米ドル当たりの円換算レートは、当第３四半

期が103.57円、前第３四半期が115.43円であります。 

  

 ＜欧州・アフリカ＞ 

 航空輸出貨物は、エレクトロニクス品や航空機関連品の順調な荷動きや期前半に見られたプラント関連輸送

の好調な出荷もあり、取扱い重量は前年同期比12.9％増となりました。航空輸入貨物は、期前半まで好調に推

移した中・東欧へのデジタル家電品の部品・部材輸送が徐々に減速する中、他の地域においても物量の伸びが

見られず、取扱い件数は前年同期比3.4％減となりました。海上貨物は、輸出では前期のスポット貨物取扱い

の反動により容積で前年同期比16.6％減となりましたが、輸入は件数で同2.9％増となりました。これらによ

り、欧州・アフリカ全体の営業収入は21,383百万円（前年同期比12.9％増）となりました。 

  

 ＜東アジア・オセアニア＞ 

 航空輸出貨物は、携帯電話や通信機器部材等の取扱いの増加や北米向け輸送物量拡大施策の効果により、重

量で前年同期比10.1％増となりました。航空輸入貨物は、主要取扱い品目である電子部品・半導体関連品に活

発な荷動きが見られず、取扱い件数は前年同期比0.7％増にとどまりました。海上貨物は、輸出容積で前年同

期比19.8％増、輸入件数で同11.8％増となり順調に推移いたしました。これらにより、東アジア・オセアニア

全体の営業収入は63,188百万円（前年同期比8.7％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全体的に大手既存顧客の物量が伸び悩み、輸出の取扱い重量は

前年同期比12.7％減、輸入の取扱い件数は同1.2％減となりました。一方、海上貨物は、輸出容積で前年同期

比21.6％増、輸入件数で同7.1％増となりました。この結果、東南アジア・中近東全体の営業収入は17,595百

万円（前年同期比3.9％減）となりました。 

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 



  

以上により、当第３四半期（９ヶ月）の連結営業収入は221,634百万円（前年同期比4.0％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影響や世界景気の悪化による日本発着航空貨物物

量の急減により、営業利益は8,069百万円（同17.3％減）、経常利益は 百万円（同17.2％減）となりまし

た。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売掛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  

5,712百万円減少し、123,805百万円となりました。 

 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6,085百万円減少し、55,886百万円

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372百万円増加し、67,919百万円となりました。  

  

  

 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）

  

（２）修正の理由 

 世界経済の後退に伴う輸送取扱い物量の減少が当第３四半期以降鮮明となり、特に10月以降の日本発着航空貨物の

急減は当社の業績に大きな影響を与えております。今後も厳しい状況が続くものと予想され、また、為替レートが総

じて円高傾向となったことによる円換算数値への影響も見込まれます。      

 これらの状況を踏まえ、上記のように平成21年３月期の通期業績予想を修正いたします。 

    

8,655

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 

  
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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成20年11月７日発表）  
315,000 13,500 13,500  8,000 222円22銭

今回修正予想（Ｂ） 261,000 8,600 8,800  5,600 155円56銭

増減額（Ｂ－Ａ） △54,000 △4,900 △4,700  △2,400 －

増減率（％） △17.1 △36.3 △34.8  △30.0 －

（参考）前期実績 292,333 13,893 14,931  9,160 254円47銭



（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、同様の理由により以下

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）

   

（注）業績などの予想に関する注意事項  

 上記の予想数値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。  

 なお、当社は国際航空貨物利用運送に係る本体運賃、燃油サーチャージ、AMSフィー、セキュリティーチャージ等

と称する運賃を他の業者と共同して決定している疑いにより、現在公正取引委員会による行政調査を受けておりま

す。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

 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。  

  

  
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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成20年８月７日発表）  
110,000 1,800 3,300  2,000 55円56銭

今回修正予想（Ｂ） 91,200 △500 700  1,000 27円78銭

増減額（Ｂ－Ａ） △18,800 △2,300 △2,600  △1,000 －

増減率（％） △17.1     － △78.8  △50.0 －

（参考）前期実績 102,230 3,213 5,095  3,168 88円02銭

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） 

（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 

（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 28,001 28,734

受取手形及び売掛金 45,401 52,792

その他 5,832 3,651

貸倒引当金 △336 △381

流動資産合計 78,899 84,796

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,098 18,898

その他（純額） 13,186 13,697

有形固定資産合計 31,284 32,596

無形固定資産   

のれん 273 291

その他 2,449 3,045

無形固定資産合計 2,723 3,336

投資その他の資産 10,898 8,789

固定資産合計 44,906 44,721

資産合計 123,805 129,518

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,305 26,351

短期借入金 14,761 14,599

未払法人税等 1,708 3,142

賞与引当金 1,706 1,636

役員賞与引当金 127 246

その他 8,157 10,520

流動負債合計 48,767 56,497

固定負債   

長期借入金 5,549 3,941

退職給付引当金 1,174 909

その他 395 623

固定負債合計 7,119 5,474

負債合計 55,886 61,972



（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) 

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 55,267 51,150

自己株式 △1 △0

株主資本合計 67,350 63,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 251 764

為替換算調整勘定 △1,572 1,491

評価・換算差額等合計 △1,320 2,256

少数株主持分 1,889 2,056

純資産合計 67,919 67,546

負債純資産合計 123,805 129,518



（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) 

営業収入 221,634

営業原価 188,740

営業総利益 32,893

販売費及び一般管理費 24,824

営業利益 8,069

営業外収益  

受取利息 321

受取配当金 47

負ののれん償却額 24

為替差益 359

雑収入 355

営業外収益合計 1,108

営業外費用  

支払利息 299

持分法による投資損失 138

雑支出 83

営業外費用合計 521

経常利益 8,655

特別利益  

前期損益修正益 25

固定資産売却益 11

投資有価証券売却益 4

特別利益合計 41

特別損失  

固定資産除却損 3

投資有価証券評価損 97

ゴルフ会員権評価損 39

損害賠償金 44

特別損失合計 183

税金等調整前四半期純利益 8,513

法人税等 3,002

少数株主利益 445

四半期純利益 5,064



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 8,513

減価償却費 2,535

のれん償却額 36

負ののれん償却額 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 134

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △116

退職給付引当金の増減額（△は減少） 322

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28

受取利息及び受取配当金 △368

支払利息 299

持分法による投資損益（△は益） 138

固定資産売却損益（△は益） △11

固定資産除却損 3

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 93

ゴルフ会員権評価損 39

損害賠償損失 44

売上債権の増減額（△は増加） 3,190

仕入債務の増減額（△は減少） △1,246

その他 △3,039

小計 10,515

利息及び配当金の受取額 383

利息の支払額 △294

保険金の受取額 11

損害賠償金の支払額 △55

法人税等の支払額 △4,537

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,022

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 △274

定期預金の払戻による収入 85

有形固定資産の取得による支出 △1,291

有形固定資産の売却による収入 33

投資有価証券の取得による支出 △3,099

投資有価証券の売却及び償還による収入 57

子会社株式の取得による支出 △195

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,000

貸付けによる支出 △216

貸付金の回収による収入 67

敷金及び保証金の差入による支出 △402

敷金及び保証金の回収による収入 240

その他 374

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,622



（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) 

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） 3,217

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63

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 △3,700

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △935

少数株主への配当金の支払額 △229

財務活動によるキャッシュ・フロー 898

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △878

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 27,621



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  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。  

  

 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  

  

 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

b．所在地別セグメント情報 

  
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 
91,590 29,673 20,622 62,474  17,272  221,634 －   221,634

（2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

902 2,991  760 713  322  5,691 △5,691 －  

計  92,493  32,664  21,383  63,188  17,595  227,325  △5,691  221,634

営業利益  1,313  2,108  565  3,113  982  8,082  △13  8,069

c．海外売上高 

  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）  29,677 20,629 62,475 17,274 130,056 

Ⅱ 連結営業収入（百万円） －  －  －  －  221,634 

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％） 
13.4  9.3 28.2 7.8 58.7 



  

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

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） 

金額（百万円）

Ⅰ 営業収入 213,206 

Ⅱ 営業原価  178,332

営業総利益  34,873

Ⅲ 販売費及び一般管理費  25,112

営業利益  9,760

Ⅳ 営業外収益  1,018

１．受取利息   335

２．受取配当金  25

３．持分法による投資利益  30

４．負ののれん償却額   23

５．外国為替差益   386

６．雑収入   217

Ⅴ 営業外費用  331

１．支払利息  318

２．雑支出  13

経常利益  10,447

Ⅵ 特別利益  13

１．償却債権取戻益  13

税金等調整前四半期純利益  10,461

法人税、住民税及び事業税  3,731

少数株主利益  387

四半期純利益  6,342



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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  10,461

減価償却費  2,619

のれん償却額  39

負ののれん償却額 △23

賞与引当金の増（減）額  838

役員賞与引当金の増（減）額 △141

退職給付引当金の増（減）額 △328

貸倒引当金の増（減）額 △37

受取利息及び受取配当金 △361

支払利息  318

持分法による投資損益 △30

売上債権の（増）減額  318

仕入債務の増（減）額 △3,505

その他の増減額 △823

小計  9,345

利息及び配当金の受取額  375

利息の支払額 △301

法人税等の支払額 △3,726

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,693



  

  

  

  
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）

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 △234

定期預金の払戻による収入  2,856

有形固定資産の取得による支出 △1,523

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 △198

投資有価証券の売却による収入  190

子会社株式の追加取得による支出 △15

貸付けによる支出 △72

貸付金の回収による収入  21

敷金・保証金の預入による支出 △463

敷金・保証金の回収による収入  344

その他の増減額  170

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,057

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  1,075

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △68

長期借入による収入  1,600

長期借入金の返済による支出 △2,646

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △827

少数株主への配当金の支払額 △215

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,082

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  17

Ⅴ 現金及び現金同等物の増（減）額  5,685

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期末残高  25,152



  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。  

  

 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）  

  

（３）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

b．所在地別セグメント情報 

  
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  94,410  29,423  18,934  58,114  18,301  219,184  △5,978  213,206

営業費用  90,791  27,792  18,686  54,853  17,284  209,407  △5,962  203,445

営業利益  3,618  1,631  247  3,260  1,017  9,776  △15  9,760

c．海外売上高 

 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） 

  

  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 海外売上高（百万円）  26,513  18,180  57,312  17,930  119,937

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  213,206

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 12.4  8.5  26.9  8.4  56.3


	株式会社近鉄エクスプレス（9375）　平成21年３月期　第３四半期決算短信: 株式会社近鉄エクスプレス（9375）　平成21年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -


