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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 52,270 △43.7 125 △96.4 696 △83.1 250 △89.5

21年3月期第2四半期 92,846 ― 3,447 ― 4,122 ― 2,382 ―

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

22年3月期第2四半期 5.93 ―

21年3月期第2四半期 56.49 ―

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

22年3月期第2四半期 76,934 53,034 66.6 1,214.99
21年3月期 75,733 51,249 65.4 1,173.84

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  51,237百万円 21年3月期  49,501百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 8.00 18.00

22年3月期 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 16.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 120,000 △28.3 2,900 △36.6 3,400 △36.5 1,900 75.4 45.06
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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） 

(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 

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。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、５ページ【定
性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 42,220,800株 21年3月期  42,220,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  50,168株 21年3月期  50,212株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 42,170,647株 21年3月期第2四半期 42,170,570株



（１）当第２四半期の概況 

 当第２四半期における世界経済は、欧米諸国の景気低迷が続くなか、政府の景気対策効果の見え始めた中国をはじ

めアジア諸国では底打ちから回復の方向に向いつつあります。 

 一方、日本経済は、在庫調整の一巡やアジア向け輸出の回復、経済対策の効果もあり低調ながら安定感を増しつつ

あります。しかし、企業の設備投資は減少傾向にあり、雇用情勢も厳しい状況が続いています。世界的な景気下振れ

懸念も残る中で外需に依存するところの多い日本経済は、先行き不透明感が払拭されない局面が続いています。 

 このような状況の下、国際貨物市場の荷動きはアジアを中心に緩やかな回復傾向を示しております。日本発輸出航

空貨物の荷動きは平成21年６月頃から中国向けの薄型テレビ関連品や電子部品が牽引し取扱量が増加の傾向を示し、

当第２四半期（３か月）からは自動車関連部品の緊急輸送も加わり荷況回復の兆しが見え始めました。日本着の輸入

航空貨物は、生鮮貨物の取扱いに明るさは見えるものの国内消費の弱含みや企業の設備投資の抑制による機械・機器

などの荷動きが低迷しており、荷況回復のテンポは緩やかなものに留まっています。 

 これらの結果、当社グループの当第２四半期の連結業績は、以下のとおりとなりました。 

  

（２）事業の種類別セグメントの業績 

① 貨物運送事業 

 前年同四半期のような原油価格高騰に伴う燃油サーチャージの負担は軽減されたものの、当社グループの航空貨物

取扱量は前年同四半期比32.5％の減少となりました。政府の景気対策を背景に中国向け薄型テレビ関連品や電子部

品・電気機器の輸出貨物が牽引し、当第２四半期（３か月）に入ってからは自動車関連部品のスポット輸出もあり荷

動きは上向き傾向を示しています。しかしながら、荷動きの回復はアジア域内が中心で欧米を 終需要地とする製

品・部品の荷動きには繋がっておらず、未だ欧米での荷動きは緩慢な状態が続いています。 

 海上貨物は、アジアを中心に輸出入物量の回復傾向は見られるものの設備投資の落ち込みによる機械・機器などの

荷動きが低迷しております。 

 この結果、貨物運送事業の営業収益は50,658百万円（前年同四半期比43.7％減）、営業損失は16百万円となりまし

た。 

  

② 旅行事業 

 旅行事業については、クルーズ旅行手配は平成21年４月から順調なスタートをきったものの航空会社からの発券手

数料収入の廃止や新型インフルエンザの影響を受けた海外出張自粛等で旅客取扱いが低迷いたしました。 

 この結果、営業収益は1,556百万円（前年同四半期比44.0％減）、営業利益は28百万円（同90.2％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753百万円（前年同四半期比10.0％減）、営業利益は113百万円（同24.2％

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

  （単位：百万円未満四捨五入） 

  
当第２四半期   
連結累計期間  

前第２四半期   
連結累計期間 

前年同四半期比 

増減 増減率 

営業収益  52,270  92,846  △40,576 ％ △43.7

営業利益  125  3,447  △3,322 ％ △96.4

経常利益  696  4,122  △3,426 ％ △83.1

四半期純利益  250  2,382  △2,132 ％ △89.5
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（３）所在地別セグメントの業績 

① 日本 

 航空輸出は、製造業における在庫調整への反動もあり、アジア向けを中心にデジタル家電や電子部品の荷動きが

徐々に回復してまいりました。当第２四半期（３か月）では、欧米向け輸出にも僅かながら回復の兆しが見られ、事

務機器や薄型テレビ関連部材の緊急輸送、また省エネ・環境関連対応機器の取扱いが増加いたしました。航空輸入

は、依然として国内消費に回復が見られず取扱いの低迷が続いており、電子部品等の取扱いに荷動きが出てきている

ものの経済の停滞が続く欧米からの輸入貨物を中心に総じて低調に推移いたしました。 

 海上貨物は、緊急輸送に対応する航空貨物需要に較べ、本格的な輸送需要回復への足取りが未だ重いことから、輸

出入ともに前年同四半期を下回る取扱いとなりました。 

 旅行事業は、雇用や所得環境への懸念から消費マインドも停滞気味で一般観光旅行が低迷し、また新型インフルエ

ンザの流行と企業業績の低迷が相俟って海外出張の自粛が顕著となり法人渡航の取扱いが減少いたしました。 

 当第２四半期はアジア向け輸出航空貨物の取扱いが回復を始めると共に全社をあげた緊急プロジェクトによるコス

ト削減を更に積極的に推進いたしました。この結果、国内連結子会社を含めた営業収益は26,492百万円（前年同四半

期比38.9％減）、営業利益は268百万円（同61.8％減）となりました。 

  

② 北米 

 平成20年９月の米国発金融危機をきっかけとした景気後退により、米国の自動車産業全体は停滞感の強い状況が続

きました。輸出航空貨物の取扱いは、自動車関連部品の減少が大きく、前年同四半期実績を大きく下回るものとなり

ました。航空輸入は、通信機器関連の取扱いが堅調に推移いたしましたが、個人消費も落ち込んでおり総じて低調な

結果になりました。 

 海上貨物は、輸送用資材が比較的堅調でしたが、取扱いは依然として輸出入ともに減少傾向が続きました。ロジス

ティクス事業は、米国法人と平成21年１月に開業したメキシコ法人との連携により、米墨間のクロスボーダー物流の

強化と輸送品質の向上を図りましたが、自動車産業不況の煽りを受け、取扱いは伸び悩みました。 

 米国では拠点整備、組織のダウンサイジング等を進め、コストの見直し、削減に努めましたが取扱量の減少を補う

には至らず、円高傾向とも相俟って営業収益は4,885百万円（前年同四半期比43.4％減）、営業損失は310百万円とな

りました。 

 なお、１ドルあたりの円換算レートは、当第２四半期が95.15円、前年同四半期が105.90円であります。 

  

③ 欧州 

 米国金融機関の経営破綻を端緒にした世界的な景気後退は、欧州における自動車関連物流の低迷に影響を及ぼして

います。航空輸出は、自動車関連部品、設備関連、医療機器を中心に取扱量が減少いたしました。航空輸入は、欧州

ゲートウェイ拠点であるドイツおよびオランダへの集約混載の推進に取り組み、デジタル家電、光学機器、電子部品

に持ち直しの動きが見られたものの、全般的には低調な取扱いとなりました。 

 海上貨物においても輸送需要の減退が顕著であり、輸出入ともに取扱量が落ち込み、また、域内配送やロジスティ

クス事業も自動車関連部品を中心に低水準にとどまりました。 

 組織や人員の見直しを進め取扱物量に適応した体制の構築を進めておりますが、欧州各国の労働事情との整合もあ

り削減効果が出るまでには今暫くの期間が必要と思われます。 

 この結果、営業収益は5,319百万円（前年同四半期比51.7％減）となり、拠点の統合をはじめ、仕入原価の低減、

経費の圧縮を図りましたが、営業損失は464百万円となりました。 

 なお、１ユーロあたりの円換算レートは、当第２四半期が127.07円、前年同四半期が161.32円であります。 

  

④ 東アジア 

 米国経済後退の影響の広がりにより、平成20年10月頃から荷動きが鈍化していましたが、当第２四半期（３か月）

に入り、在庫調整の一巡と生産回復に伴う部品・部材の供給が再開され、輸出入全般に復調の兆しが見られました。

航空輸出は、日本向け、アジア向けのほか、欧米向けデジタル家電、通信機器関連の取扱量が緩やかに上向いてきま

した。航空輸入は、電子部品や自動車関連部品が比較的堅調に推移し、取扱いの減少幅に縮小傾向が現れてきまし

た。 

 海上貨物の取扱いは、本格回復には至りませんでしたが、航空貨物同様に持ち直しの動きが見られ、ロジスティク

ス事業も倉庫需要がやや高まりました。 

 この結果、荷動きの減少は下げ止まり、回復の兆候が窺われたものの、当第２四半期の取扱量は前年同四半期の実

績を下回るものであったため、営業収益は8,547百万円（前年同四半期比49.4％減）、営業利益は238百万円（同

75.8％減）となりました。 
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⑤ 南アジア・オセアニア 

 平成20年10月以降急減した荷動きは、内外需の減速感も弱まり、在庫調整の進展を背景として、緩やかに上向いて

きました。航空輸出は、インドネシア、ベトナム、タイで堅調に推移し、通信機器関連、電子部品を中心に取扱状況

に改善が見られました。航空輸入は、日本発およびアジア域内発の電子部品、自動車関連部品に復調傾向が窺えまし

た。 

 海上貨物においても、輸出入ともに回復軌道に乗りつつあり、落ち込み幅は縮小いたしました。ロジスティクス事

業は、部材保管・製品管理、域内輸送需要が高まりました。 

 また、平成21年５月にシンガポール法人が、日系物流企業で初となる医療機器物流の品質に関する認証を取得し、

総合物流業者として医薬・医療機器分野において、高品質なサービス提供を行う体制作りを進めました。 

 この結果、営業収益は7,710百万円（前年同四半期比45.9％減）となり、営業利益は395百万円（同52.1％減）とな

りました。 

  

  当連結会計年度末における総資産は76,934百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,201百万円、1.6％の増加とな

りました。これは、短期貸付金の回収等によりその他の流動資産が2,227百万円減少し、現金及び預金が1,169百万円

増加したこと、受取手形及び営業未収入金が741百万円増加したこと、及びその他の投資その他の資産が1,720百万円

増加したこと等によるものです。 

  負債は23,900百万円となり、前連結会計年度末に比べ584百万円、2.4％の減少となりました。これは、支払手形及

び営業未払金が777百万円増加した一方で、短期借入金の返済が250百万円あったこと、賞与引当金が390百万円減少

したこと、及び前受金の収益計上他によりその他の流動負債が858百万円減少したことが主な要因です。 

 純資産は為替換算調整勘定の増加等により53,034百万円となり、自己資本比率は66.6％となりました。 

  

 当第２四半期の連結業績は、当第１四半期の世界的な荷動き低迷が影響し、厳しいスタートとなりました。当第２

四半期は、欧米の荷動き低迷は続いているものの、徹底した固定費削減プロジェクトによるコスト削減や日本を含め

たアジアでの薄型テレビ関連品や電子部品を中心とした荷況回復の動きを受けて当初予想を上回る実績となりまし

た。 

 下期につきましては、貨物の需要動向をはじめ為替動向、原油価格等の取り巻く事業環境も先行き不透明感があり

ますが、アジアを中心に荷動きの回復は持続するものと期待されます。当社グループといたしましては、トータル・

ロジスティクス・プロバイダーを目指し、事業の拡大と業績の回復に向けて継続的に取り組んで参る所存です。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、前回発表（平成21年７月27日発表）の営業収益120,000百万円、営業

利益2,900百万円、経常利益3,400百万円、当期純利益1,900百万円を変更しておりません。  

  

 該当事項はありません。  

  

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

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
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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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,070 18,901

受取手形及び営業未収入金 23,589 22,848

貯蔵品 25 32

繰延税金資産 985 670

その他 2,698 4,925

貸倒引当金 △149 △131

流動資産合計 47,218 47,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,014 17,858

減価償却累計額 △7,979 △7,635

建物及び構築物（純額） 10,035 10,223

機械装置及び運搬具 1,058 1,032

減価償却累計額 △718 △670

機械装置及び運搬具（純額） 340 362

工具、器具及び備品 4,262 3,904

減価償却累計額 △2,842 △2,539

工具、器具及び備品（純額） 1,420 1,365

土地 7,146 7,327

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 18,941 19,277

無形固定資産   

のれん 17 21

その他 1,258 1,093

無形固定資産合計 1,275 1,114

投資その他の資産   

投資有価証券 2,457 2,708

長期貸付金 168 177

繰延税金資産 2,381 2,438

その他 4,973 3,253

貸倒引当金 △479 △479

投資その他の資産合計 9,500 8,097

固定資産合計 29,716 28,488

資産合計 76,934 75,733
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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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 11,575 10,798

短期借入金 250 500

未払法人税等 399 382

繰延税金負債 3 12

賞与引当金 935 1,325

役員賞与引当金 17 －

その他 3,318 4,176

流動負債合計 16,497 17,193

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

繰延税金負債 75 72

退職給付引当金 4,043 3,923

役員退職慰労引当金 308 351

独禁法関連引当金 1,728 1,728

負ののれん 6 8

その他 243 209

固定負債合計 7,403 7,291

負債合計 23,900 24,484

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 46,675 46,668

自己株式 △68 △68

株主資本合計 55,720 55,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113 2

為替換算調整勘定 △4,596 △6,214

評価・換算差額等合計 △4,483 △6,212

少数株主持分 1,797 1,748

純資産合計 53,034 51,249

負債純資産合計 76,934 75,733
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

貨物運送業収益 89,986 50,658

旅行業収益 2,777 1,556

その他の事業収益 83 56

営業収益合計 92,846 52,270

営業原価   

貨物運送業原価 70,923 37,182

旅行業原価 121 124

その他の事業原価 428 452

営業原価合計 71,472 37,758

営業総利益 21,374 14,512

販売費及び一般管理費 17,927 14,387

営業利益 3,447 125

営業外収益   

受取利息 229 89

受取配当金 31 16

為替差益 321 333

持分法による投資利益 22 67

負ののれん償却額 13 1

その他 110 103

営業外収益合計 726 609

営業外費用   

支払利息 32 16

固定資産除却損 6 7

その他 13 15

営業外費用合計 51 38

経常利益 4,122 696

特別利益   

貸倒引当金戻入額 37 3

特別利益合計 37 3

特別損失   

投資有価証券評価損 284 53

固定資産売却損 43 －

固定資産除却損 77 －

減損損失 － 136

特別損失合計 404 189

税金等調整前四半期純利益 3,755 510

法人税等 1,151 141

少数株主利益 222 119

四半期純利益 2,382 250
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 該当事項はありません。 

  

前第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２四半期連結累計期間の営業収益合計が「貨物運送事業」で289百万円減少

し、「その他事業」で34百万円増加しており、また、営業利益は「貨物運送事業」で９百万円減少し、「その他事業」で39百万円

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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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）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 89,986 2,777 83  92,846  － 92,846

（２）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
－ － 754  754  △754 －

計 89,986 2,777 837  93,600  △754 92,846

営業利益 3,016 283 149  3,448  △1 3,447

  
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 50,658 1,556 56  52,270  － 52,270

（２）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
－ － 697  697  △697 －

計 50,658 1,556 753  52,967  △697 52,270

営業利益又は営業損失（△） △16 28 113  125  0 125
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前第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．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２四半期連結累計期間の営業収益合計が「北米」で30百万円、「欧州」で

404百万円、「東アジア」で181百万円それぞれ減少し、「南アジア・オセアニア」で307百万円増加しており、また、営業利益は

「北米」で０百万円、「欧州」で33百万円、「東アジア」で５百万円それぞれ減少し、「南アジア・オセアニア」で17百万円増加

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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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、インド

  

  

 該当事項はありません。 

  

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  43,243  8,248  10,454  16,754  14,147  92,846  －  92,846

（２）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 104  390  555  131  99  1,279  △1,279  －

計  43,347  8,638  11,009  16,885  14,246  94,125  △1,279  92,846

営業利益  701  331  640  983  826  3,481  △34  3,447

  
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  26,410  4,668  5,096  8,457  7,639  52,270  －  52,270

（２）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 82  217  223  90  71  683  △683  －

計  26,492  4,885  5,319  8,547  7,710  52,953  △683  52,270

営業利益又は営業損失（△）  268  △310  △464  238  395  127  △2  125

（５）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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