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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5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）

売上高 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11月期第2四半期 67,057 ― 453 ― 442 ― 4 ―

20年11月期第2四半期 69,706 1.5 174 △70.2 214 △63.5 △19 ―

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11月期第2四半期 0.33 ―

20年11月期第2四半期 △1.52 ―

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11月期第2四半期 57,286 26,797 41.8 1,888.26
20年11月期 58,499 26,742 41.0 1,894.81

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  23,923百万円 20年11月期  24,006百万円

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11月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00

21年11月期 ― 8.00

21年11月期 
（予想）

― 8.00 16.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30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  
 

売上高 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 134,000 △6.3 1,100 △9.9 1,000 △21.9 350 9.1 27.62
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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）  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 

 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）および「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。なお、「財務諸表の用
語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成２０年８月７日 内閣府令第５０号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、
改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく
異なる結果となる可能性があります。 
 上記予想に関する事項につきましては、添付書類の３ページをご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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11月期第2四半期 12,677,900株 20年11月期  12,677,900株

② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  8,267株 20年11月期  8,157株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 12,669,678株 20年11月期第2四半期 12,669,885株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の低迷による輸出減少にともない国内景気が冷えこ

み、生産や設備投資の縮小などで企業収益は大幅に減少、その影響は雇用情勢ひいては個人消費に影響を及ぼし、厳

しい状況で推移しました。 

 食品物流業界におきましては、燃料単価が下落しコスト負担は減少したものの、景気悪化による個人消費の冷え込

みの影響や、顧客の物流費抑制および物流業者間の価格競争による受託料金の伸び悩みに加え、「食の安全・安心」

に応える物流品質向上への投資負担などで厳しい経営環境で推移しました。 

このような状況のなか、当社グループは、「①物流品質の向上、②収益体質の改善」を戦略軸とした「業務の標準

化と投資効率の追求」、「小口化・物量減に強い体質の構築」、「業務の集中化および重複業務の集約」などの戦略

を推し進め、倉庫作業支援システム運用による物流品質の向上やパレットの流出抑制と回収の促進、受注センターの

拠点統合を実施しました。 

営業収益は、コンビニエンスストアや量販店等の流通業を主な顧客とする専用物流の受託が拡大したものの、景気

悪化による在庫・出荷物量の減少および燃料サーチャージの是正の影響で共同物流の既存取引売上高が減少しまし

た。また、その他事業は燃料単価の下落および販売数量の減少で燃料販売の売上高が大幅に減少しました。 

 利益面は、共同物流の物量減少による採算の悪化はあったものの、燃料単価の下落による燃料仕入コストの減少に

加え、パレット費用や運送コストなどの合理化改善が進捗しました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益は670億57百万円と前年同期に比べ26億48百万円

（3.8％減）の減収となりましたが、営業利益は４億53百万円と前年同期に比べ２億78百万円（159.4％増）、経常利

益は４億42百万円と前年同期に比べ２億28百万円（106.4％増）、四半期純利益は４百万円と前年同期に比べ23百万

円（前年同期は19百万円の四半期純損失）の増益となりました。 

  

（倉庫事業） 

 倉庫事業は、共同物流が景気悪化で既存取引の在庫・出荷物量が減少した影響で倉庫事業収益は減収となり、利益

面は、パレット費用など合理化改善が進捗したものの、売上高の減少による固定費の吸収ができず減益となりまし

た。 

  この結果、倉庫事業収益は、105億84百万円と前年同期に比べ４億17百万円（3.8％減）の減収、営業損失は７億56

百万円と前年同期に比べ２億37百万円（前年同期は５億19百万円の営業損失）の減益となりました。 

  

（運送事業） 

 運送事業は、専用物流の売上は増収となったものの、出荷物量の減少や燃料サーチャージの是正で共同物流の既存

取引の売上高が減少した影響で、運送事業収益は減収となりました。一方、利益面は、共同物流の売上高減少で粗利

益の悪化はあったものの、燃料単価下落による燃料仕入コストの減少や合理化改善が進捗し増益となりました。 

  この結果、運送事業収益は、497億29百万円と前年同期に比べ14億75百万円（2.9％減）の減収、営業利益は11億48

百万円と前年同期に比べ５億77百万円（101.2％増）の増益となりました。  

  

（その他事業） 

 その他事業は、燃料単価下落および販売数量が減少した燃料販売の売上の影響で、その他事業収益は減収となりま

した。 

  この結果、その他事業収益は、67億43百万円と前年同期に比べ７億55百万円（10.1％減）の減収、営業利益は43百

万円と前年同期に比べ64百万円（60.0％減）の減益となりました。 

  

【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
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(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572億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億12百万円減少いた

しました。また、純資産は267億97百万円となり55百万円増加いたしました。 

 資産の減少の主なものは、受取手形及び営業未収入金の減少17億54百万円などであります。負債は前連結会計年

度末に比べ12億68百万円減少しておりますが、減少の主なものは支払手形及び営業未払金の減少13億13百万円など

であります。純資産の増加の主なものは、少数株主持分の増加１億38百万円などであります。  

  

(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

４億80百万円増加し、23億70百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末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通りであります。 

（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、18億86百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少および法人税等の支

払はありましたが、税金等調整前四半期純利益４億41百万円および減価償却費13億43百万円、ならびに売上債権が

減少したこと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、12億31百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出およ

び投資有価証券の取得による支出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） 

 財務活動の結果使用した資金は、１億87百万円となりました。これは主に、短期借入金純増減額の増加はありま

したが、長期借入金の返済による支出および配当金の支払によるものであります。 

  

 営業収益は、景気悪化および燃料サーチャージの是正による既存取引の売上高の減少、および軽油単価下落による

燃料販売の売上高の減少など第２四半期累計の傾向が続くため、本年２月24日に公表した業績予想を本年６月17日に

修正しました。 

 利益については、景気および燃料単価の動向が不透明なため、本年２月24日発表の予想を変更しておりません。 

  

（金額の単位：百万円） 

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）    141,000    1,100    1,000    350   27円62銭 

 今回修正予想（Ｂ）   134,000  1,100  1,000   350  27円62銭 

 増減額（Ｂ－Ａ）  △7,000  －  －   －  － 

 増減率（％）  △5.0  －  －   －  － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年11月通期）  
 143,015  1,220  1,280  320  25円31銭 
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 該当事項はありません。  

  

 記載すべき重要な事項はありません。  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 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）および「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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号

のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響はありません。  

③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）を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、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、第１四半期連結会計期間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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 また、リース取引開始日が適用初年度開始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

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

   

 当社および連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として、資産の利用

状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、一部の減価償却資産について耐用年数の見直しを行ってお

ります。 

 なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

  

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）

（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

（４）追加情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,520 1,889

受取手形及び営業未収入金 16,108 17,863

商品 171 180

貯蔵品 65 61

その他 2,041 1,937

貸倒引当金 △3 △7

流動資産合計 20,902 21,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,202 8,392

機械装置及び運搬具（純額） 3,608 3,921

工具、器具及び備品（純額） 267 264

土地 14,936 14,936

リース資産（純額） 244 －

有形固定資産合計 27,260 27,515

無形固定資産 353 399

投資その他の資産   

投資有価証券 1,254 1,028

敷金及び保証金 4,265 4,421

その他 3,275 3,239

貸倒引当金 △25 △28

投資その他の資産合計 8,770 8,660

固定資産合計 36,384 36,575

資産合計 57,286 58,499
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 10,828 12,142

短期借入金 7,098 6,707

未払法人税等 491 284

賞与引当金 703 522

役員賞与引当金 55 42

その他 5,312 5,782

流動負債合計 24,490 25,481

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 2,525 2,960

退職給付引当金 638 655

負ののれん 53 84

その他 2,280 2,076

固定負債合計 5,998 6,275

負債合計 30,488 31,757

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,063 4,063

資本剰余金 4,209 4,209

利益剰余金 15,641 15,739

自己株式 △11 △11

株主資本合計 23,903 24,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 21

繰延ヘッジ損益 △7 △17

為替換算調整勘定 7 1

評価・換算差額等合計 20 6

少数株主持分 2,874 2,735

純資産合計 26,797 26,742

負債純資産合計 57,286 58,499
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業収益 67,057

営業原価 64,811

営業総利益 2,246

販売費及び一般管理費 1,792

営業利益 453

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 5

受取賃貸料 42

持分法による投資利益 3

負ののれん償却額 10

その他 34

営業外収益合計 100

営業外費用  

支払利息 52

貸与設備諸費用 26

その他 31

営業外費用合計 111

経常利益 442

特別利益  

固定資産売却益 12

貸倒引当金戻入額 6

ゴルフ会員権売却益 8

その他 6

特別利益合計 34

特別損失  

固定資産除売却損 28

投資有価証券評価損 1

その他 4

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純利益 441

法人税、住民税及び事業税 479

法人税等調整額 △168

法人税等合計 311

少数株主利益 126

四半期純利益 4
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（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12月１日 
 至 平成21年５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 441

減価償却費 1,343

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 181

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 52

持分法による投資損益（△は益） △3

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 1

有形固定資産売却損益（△は益） △3

有形固定資産除却損 19

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △5

売上債権の増減額（△は増加） 1,751

たな卸資産の増減額（△は増加） 5

仕入債務の増減額（△は減少） △1,429

長期未払金の増減額（△は減少） △101

その他 △39

小計 2,194

利息及び配当金の受取額 13

利息の支払額 △52

法人税等の支払額 △269

法人税等の還付額 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,886

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 △987

有形固定資産の売却による収入 23

無形固定資産の取得による支出 △25

投資有価証券の取得による支出 △225

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △40

貸付金の回収による収入 30

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,231
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５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） 650

長期借入金の返済による支出 △693

割賦債務の返済による支出 △5

リース債務の返済による支出 △15

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △100

少数株主への配当金の支払額 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △187

現金及び現金同等物に係る換算差額 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 480

現金及び現金同等物の期首残高 1,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,370
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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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日）  

 （注） １．事業区分の方法 

  事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

  倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業 

  運送業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の幹線輸送および小口貨物の集荷、配送の運送取扱 

  その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備  

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 

 本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント 

情報の記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 

 海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
倉庫 

（百万円） 
運送 

（百万円） 
その他 

（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      10,584      49,729      6,743      67,057      －      67,057

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
     110      79      511      700     (700)      －

計      10,694      49,808      7,254      67,757     (700)      67,057

営業利益又は営業損失（△）      △756      1,148      43      434     19      453

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年５月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益   69,706

Ⅱ 営業原価  67,881

営業総利益   1,824

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,649

営業利益   174

Ⅳ 営業外収益  138

Ⅴ 営業外費用  99

経常利益  214

Ⅵ 特別利益  18

Ⅶ 特別損失  41

税金等調整前中間純利益  191

法人税、住民税及び事業税  232

法人税等調整額  △97

少数株主利益  75

中間純利益  △19
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（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12月１日 
至 平成20年５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   

税金等調整前中間純利益  191

減価償却費   1,337

貸倒引当金の増加額   1

賞与引当金の増加額   97

退職給付引当金の減少
額  

 △101

役員賞与引当金の増加
額   30

受取利息及び受取配当
金  

 △11

支払利息   64

持分法による投資利益   △2

投資有価証券売却益   △4

投資有価証券売却損   0

有形固定資産売却損益   △10

有形固定資産除却損   36

売上債権の増加額   △995

たな卸資産の減少額   4

仕入債務の増加額   200

長期未払金の減少額   △203

その他   △360

小計  275

利息及び配当金の受取額  20

利息の支払額  △66

法人税等の支払額   △154

法人税等の還付額   357

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  433
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年５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   

有形固定資産の取得によ
る支出  

 △1,428

有形固定資産の売却によ
る収入   10

無形固定資産の取得によ
る支出  

 △27

投資有価証券の取得によ
る支出  

 △5

投資有価証券の売却によ
る収入   10

貸付による支出   △35

貸付金の回収による収
入   30

その他   △4

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,450

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入の純増減額   1,650

長期借入による収入   900

長期借入金の返済による
支出  

 △1,351

割賦未払金の返済による
支出  

 △64

自己株式の取得による支
出  

 △0

配当金の支払額   △101

少数株主への配当金の支
払額  

 △29

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,002

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △5

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △20

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,798

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  1,777

㈱キユーソー流通システム（9369）平成21年11月期　第２四半期決算短信

－　14　－



前中間連結会計期間（自平成19年12月１日 至平成20年５月31日） 

 （注） １．事業区分の方法 

        事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。  

     ２．各事業の主な内容  

         倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業 

         運送業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の幹線輸送および小口貨物の集荷、配送の運送取扱 

         その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備 

      ３．法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却方法の適用により取得価格の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。これにより、当中間連結会計期間の営業費用は、倉庫事業が６百万円、運送事業が40百万円、その他

事業が４百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。       

  

前中間連結会計期間（自平成19年12月１日 至平成20年５月31日） 

     本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

   

前中間連結会計期間（自平成19年12月１日 至平成20年５月31日） 

     海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
倉庫 

（百万円） 
運送 

（百万円） 
その他 

（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 
 11,002  51,205  7,498  69,706  －  69,706

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
 125  79  473  678 (678)  －

計  11,127  51,284  7,972  70,384 (678)  69,706

営業利益又は営業損失（△）  △519  570  107  158  16  174

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕
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