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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8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3四半期 101,282 ― 1,015 ― 1,013 ― 243 ―

20年11月期第3四半期 106,370 1.9 590 △31.5 624 △27.0 169 44.3

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3四半期 19.19 ―

20年11月期第3四半期 13.40 ―

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3四半期 55,910 27,094 43.2 1,904.96
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3四半期  24,134百万円 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3四半期 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3四半期  8,337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3四半期 12,669,652株 20年11月期第3四半期 12,669,874株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の低迷で国内景気が冷えこみ、設備投資の縮小などで

企業収益は大幅に減少したものの、輸出や生産は回復の兆しがみられてきました。一方、雇用情勢は一段と悪化し、

個人消費にも影響を与えるなど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、昨年度にくらべ燃料調達の単価が低位に推移したものの、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・出荷物量減少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、その他事業は燃料販売単

価の引き下げや販売数量が減少し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、昨年にくらべ燃料調達の単価が低位に推移した

ことに加え、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３四半期連結累計期間の業績は、営業収益は1,012億82百万円と前期に比べ50億87百万円（4.8％

減）の減収となりましたが、営業利益は10億15百万円と前年同期に比べ４億25百万円（72.0％増）、経常利益は10億

13百万円と前年同期に比べ３億88百万円（62.2％増）、四半期純利益は２億43百万円と前年同期に比べ73百万円

（43.2％増）の増益となりました。 

  

（倉庫事業）  

 倉庫事業収益は、景気悪化で既存取引の在庫・出荷物量が減少した共同物流の影響で減収となり、利益面は、パレ

ット費用など合理化改善は進捗しているものの、減収となった倉庫事業収益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157億48百万円と前年同期に比べ８億68百万円（5.2％減）の減収、営業損失は10億13百

万円と前年同期に比べ３億５百万円（前年同期は７億７百万円の営業損失）の減益となりました。 

  

（運送事業）  

 運送事業収益は、専用物流は増収となったものの、出荷物量の減少で既存取引が減少した共同物流の影響で減収と

なりました。一方、利益面は、共同物流の減収で粗利益の悪化はあったものの、昨年にくらべ燃料調達の単価が低位

に推移し、また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749億78百万円と前年同期に比べ29億60百万円（3.8％減）の減収、営業利益は18億80百

万円と前年同期に比べ７億61百万円（68.0％増）の増益となりました。 

  

（その他事業）  

 その他事業収益は、燃料販売単価の引き下げおよび販売数量が減少した燃料販売の影響で減収となりました。 

  この結果、その他事業収益は105億55百万円と前年同期に比べ12億58百万円（10.7％減）の減収、営業利益は１億

18百万円と前年同期に比べ33百万円（21.8％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３四半期連結会計期間末の総資産は559億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億89百万円減少いた 

しました。また、純資産は270億94百万円となり３億51百万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26億64百万円などであります。負債は前連結会計年

度末に比べ29億41百万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14億22百万円、長

期借入金の減少６億46百万円などであります。純資産の増加の主なものは、少数株主持分の増加２億23百万円など

であります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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

８百万円増加し、18億97百万円となりました。 

 当第３四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、23億93百万円となりました。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10億16百万円および減価償却費21億32百万円、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、16億92百万円となりました。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、７億２百万円となりました。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、景気悪化による在庫・出荷物量の減少や、販売単価引き下げによる燃料販売額の減少などがあるた

め、引き続き前年度を下回る水準で推移するものと考えております。また、利益は、運送業務やパレット費用のコス

ト削減は引き続き進めていくものの、景気の動向次第ではさらなる在庫・出荷物量の減少の可能性もあり、足元で上

昇を続ける燃料調達の単価の動向も不透明であると考えております。現時点では本年６月17日に発表した業績予想の

変更はございません。 

  

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
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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）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。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年８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 2,047 1,889

受取手形及び営業未収入金 15,198 17,863

商品 161 180

貯蔵品 58 61

その他 1,927 1,937

貸倒引当金 △3 △7

流動資産合計 19,391 21,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,080 8,392

機械装置及び運搬具（純額） 3,599 3,921

工具、器具及び備品（純額） 253 264

土地 14,936 14,936

リース資産（純額） 485 －

有形固定資産合計 27,355 27,515

無形固定資産 364 399

投資その他の資産   

投資有価証券 1,369 1,028

敷金及び保証金 4,249 4,421

その他 3,206 3,239

貸倒引当金 △25 △28

投資その他の資産合計 8,799 8,660

固定資産合計 36,519 36,575

資産合計 55,910 58,499
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８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 10,719 12,142

短期借入金 6,927 6,707

未払法人税等 215 284

賞与引当金 831 522

役員賞与引当金 80 42

その他 4,065 5,782

流動負債合計 22,839 25,481

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 2,313 2,960

退職給付引当金 630 655

負ののれん 47 84

その他 2,484 2,076

固定負債合計 5,976 6,275

負債合計 28,815 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 15,779 15,739

自己株式 △11 △11

株主資本合計 24,040 24,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80 21

繰延ヘッジ損益 11 △17

為替換算調整勘定 2 1

評価・換算差額等合計 94 6

少数株主持分 2,959 2,735

純資産合計 27,094 26,742

負債純資産合計 55,910 58,499
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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12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業収益 101,282

営業原価 97,618

営業総利益 3,664

販売費及び一般管理費 2,648

営業利益 1,015

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 12

受取賃貸料 63

持分法による投資利益 5

負ののれん償却額 16

その他 48

営業外収益合計 151

営業外費用  

支払利息 81

貸与設備諸費用 40

その他 31

営業外費用合計 154

経常利益 1,013

特別利益  

固定資産売却益 24

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 46

特別損失  

固定資産除売却損 37

投資有価証券評価損 0

その他 4

特別損失合計 42

税金等調整前四半期純利益 1,016

法人税、住民税及び事業税 481

法人税等調整額 102

法人税等合計 584

少数株主利益 189

四半期純利益 243
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８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 1,016

減価償却費 2,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 309

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 37

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 81

持分法による投資損益（△は益） △5

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） 0

有形固定資産売却損益（△は益） △11

有形固定資産除却損 24

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △5

売上債権の増減額（△は増加） 2,660

たな卸資産の増減額（△は増加） 21

仕入債務の増減額（△は減少） △1,961

長期未払金の増減額（△は減少） △106

その他 △1,087

小計 3,058

利息及び配当金の受取額 23

利息の支払額 △81

法人税等の支払額 △606

法人税等の還付額 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,393

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 50

無形固定資産の取得による支出 △65

投資有価証券の取得による支出 △226

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △80

貸付金の回収による収入 72

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,692
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８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） 550

長期借入金の返済による支出 △976

割賦債務の返済による支出 △13

リース債務の返済による支出 △38

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △202

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 △702

現金及び現金同等物に係る換算差額 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8

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 1,897
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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３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８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３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８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３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８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  15,748  74,978  10,555  101,282  －  101,282

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 163  123  724  1,011 (1,011)  －

計  15,912  75,102  11,279  102,294 (1,011)  101,282

営業利益又は営業損失（△）  △1,013  1,880  118  984  30  1,015

〔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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年８月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益  106,370

Ⅱ 営業原価  103,393

営業総利益  2,976

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,385

営業利益  590

Ⅳ 営業外収益  186

Ⅴ 営業外費用  152

経常利益  624

Ⅵ 特別利益  38

Ⅶ 特別損失  50

税金等調整前四半期純利益  612

法人税、住民税及び事業税  270

法人税等調整額  73

少数株主利益  98

四半期純利益  169
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年８月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年11月期 
第３四半期） 

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   612

減価償却費   2,118

貸倒引当金の減少額   △21

賞与引当金の増加額   250

退職給付引当金の減少額   △142

役員賞与引当金の増加額   45

受取利息及び受取配当金   △21

支払利息   98

持分法による投資利益   △3

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   △21

有形固定資産除却損   43

ゴルフ会員権売却益   △5

売上債権の増加額   △1,540

たな卸資産の増加額   △37

仕入債務の増加額   1,199

長期未払金の減少額   △203

その他   △1,223

小計  1,141

利息及び配当金の受取額   33

利息の支払額   △99

法人税等の支払額   △315

法人税等の還付額   357

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,117
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前年同四半期 

（平成20年11月期 
第３四半期） 

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   △1,816

有形固定資産の売却による収入   45

無形固定資産の取得による支出   △30

投資有価証券の取得による支出   △7

投資有価証券の売却による収入   10

貸付による支出   △32

貸付金の回収による収入   49

その他   30

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,751

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   1,850

長期借入による収入   1,200

長期借入金の返済による支出   △1,760

割賦未払金の返済による支出   △81

自己株式の取得による支出   △0

配当金の支払額   △203

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  974

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）  338

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四半期末残高  2,136
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年８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  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年８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。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年８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  16,617  77,939  11,813  106,370  －  106,370

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 187  116  719  1,022 (1,022)  －

計  16,804  78,055  12,533  107,392 (1,022)  106,370

営業利益又は営業損失（△）  △707  1,119  151  562  27  590

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕
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