
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年1月29日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 郵船航空サービス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9370 URL http://www.yusen.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢野 俊一

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 中前 渉 TEL 03-3669-6436
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

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

22年3月期第3四半期 86,866 △36.5 1,499 △67.5 2,309 △58.0 1,271 △58.2

21年3月期第3四半期 136,832 ― 4,614 ― 5,491 ― 3,040 ―

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3四半期 30.13 ―

21年3月期第3四半期 72.08 ―

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3四半期 78,317 52,514 64.7 1,201.15
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3四半期  50,653百万円 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  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 124,000 △26.0 2,500 △45.3 3,400 △36.5 1,650 52.4 39.13
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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６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 

１．平成21年10月27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．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。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 42,170,642株 21年3月期第3四半期 42,170,592株
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（１）当第３四半期の概況 

 当第３四半期における世界経済は、年初の深い低迷状況より脱し、各国における景気対策効果などもあり中国をは

じめとするアジア諸国においては回復基調を示し、また欧米諸国においても底打ち感が見受けられました。 

 一方、日本経済は、海外需要の回復や公共投資等による景気押し上げ効果により、緩やかな回復基調にあります

が、個人消費・設備投資等の内需は依然として低迷しております。今後も輸出を中心とした外需に依存するところが

大きく、現状において急速な回復は期待できない状況にあります。 

 また、国際貨物市場においては、アジアにおける在庫調整の一巡と生産回復及びクリスマスシーズンにあたる欧米

諸国との荷動きにも回復の兆しが見えてきております。一方で航空会社の欧米路線の減便や機材のサイズダウンによ

るスペース不足と増加傾向を示す貨物量が相俟って、仕入れ運賃相場が上昇する状況にあります。 

 このような厳しい経営環境のなか、当社グループでは平成21年初めよりグループ全体で「収支改善緊急プロジェク

ト」を素早く、強力に推進し、国内外の拠点の統廃合や、貨物の取扱いに見合う体制への再整備を推進しており固定

費削減の効果が現れてきております。 

 これらの結果、当社グループの当第３四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  

 当第３四半期では、自動車関連部品・薄型テレビ関連品の堅調な荷動きとスポット出荷に支えられ荷動きは順調に

推移いたしました。 

 また、アジアにおける在庫調整の一巡と生産回復に伴い、平成21年９月頃から通信機器や事務機器の部品などを中

心にアジア発欧米向けの荷動きも増勢に転じております。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、その勢いは緩やかなものになっております。 

 当第２四半期まではアジア向け輸出が牽引して取扱いを伸ばしてきた日本においては、平成21年10月頃から欧米向

けの自動車関連部品やデジタル家電品の輸出取扱いが増加してまいりましたが、折からの欧米路線でのスペース不足

により航空運賃の上昇が始まりつつあります。 

 この結果、貨物運送事業の営業収益は84,443百万円（前年同四半期比36.5％減）、営業利益は1,234百万円（同

69.9％減）となりました。 

  

② 旅行事業 

 旅行事業については、法人渡航需要が回復基調であり年末年始のクルーズ販売も堅調に推移しております。また、

貨物運送事業同様に全社挙げてのコスト削減に取り組んでおります。 

 この結果、営業収益は2,340百万円（前年同四半期比38.7％減）、営業利益は99百万円（同67.8％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1,127百万円（前年同四半期比9.5％減）、営業利益は166百万円（同

20.7％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３四半期   
連結累計期間  

前第３四半期   
連結累計期間 

前年同四半期比 

増減 増減率 

営業収益  86,866  136,832  △49,966 ％ △36.5

営業利益  1,499  4,614  △3,115 ％ △67.5

経常利益  2,309  5,491  △3,182 ％ △58.0

四半期純利益  1,271  3,040  △1,769 ％ △58.2
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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、リーマンショック以降続く製造業の在庫調整が一段落し、アジアを中心とする生産回復・需要の回復

を受けて平成21年７月頃から徐々に電子部品や自動車関連部品に荷動きが現れ始め、当第３四半期（３か月）からは

欧米向けの自動車関連部品や薄型テレビ関連部品の緊急輸送も増加し当第３四半期（３か月）の取扱実績は前年同四

半期比35％の増加を示しました。航空運賃に関しましては、欧米路線の減便や機材変更によるスペース不足の影響に

より上昇する傾向にあります。 

 航空輸入は、国内消費・設備投資等の内需に大きな回復は未だ見られませんが、半導体関連や自動車関連部品の取

扱いが徐々に増加しており、欧州からのボジョレーヌーボーの輸入取扱いも堅調で前年同四半期（３か月）並みの輸

入取扱実績を残すことができました。 

 海上貨物の輸出入取扱いも底打ち感が出てきておりますが、未だ航空貨物の取扱いほどの増勢は見られず、本格的

な回復軌道には至りませんでした。 

 旅行事業は、長引く景気低迷で所得・雇用環境への不安から消費心理が停滞しており、団体旅行が依然低迷してい

るものの、法人渡航で回復基調が見られクルーズ販売も堅調に推移いたしました。 

 この結果、国内連結子会社を含めた営業収益は44,181百万円（前年同四半期比27.8％減）、営業利益は839百万円

（同12.1％増）となりました。 

  

② 北米 

 航空輸出は、自動車関連部品などのアジア向けスポット輸出や欧州及びアジア向けの食品関連の出荷などで穏やか

に回復しておりますが、取扱実績は前年同四半期（３か月）比16％減のレベルで足踏みをしております。 

 航空輸入は、米国における自動車買い替え支援策に下支えされた自動車市場の需要喚起により日本やアジアからの

自動車関連部品の航空輸送による緊急輸入が増加傾向を示しております。また、ＡＳＥＡＮ地域からの事務機器、通

信機器の取扱いも回復基調にあり、総じて堅調に推移いたしました。 

 海上貨物は、アジア向け輸出が増加しており、航空輸入と同様に自動車関連部品の復調が減少幅を縮める結果とな

りました。取扱規模に応じた組織のスリム化や事業拠点の見直し、再整備によるコスト削減も進展しており営業利益

が当第３四半期（３か月）で黒字化に転じました。 

 この結果、営業収益は7,634百万円（前年同四半期比42.2％減）、営業損失を263百万円に圧縮することができまし

た。 

 なお、１ドルあたりの円換算レートは、当第３四半期が95.01円、前年同四半期が106.59円であります。 

  

③ 欧州 

 航空輸出は、中国や北米向けに自動車関連部品や医療機器の取扱いを背景に前年同四半期（３か月）と同程度の取

扱重量に回復しておりますが、航空輸入では事務機器・デジタルカメラ、薄型テレビ関連部品の取扱いは堅調に推移

したものの景気回復はいまだ緩慢で前年同四半期（３か月）の取扱実績を16％下回る状況に留まっております。 

 海上輸出の取扱いは前年同四半期（３か月）を下回ったものの、自動車関連部品の回復が顕著となり減少幅を縮め

る事となりました。 

 海上輸入及びロジスティクス事業では、前年同四半期（３か月）の取扱いは及ばなかったものの、クリスマス関連

品の荷動きが順調に推移し減少幅を縮める事となりました。組織の見直しや販売費及び一般管理費の削減を進めてお

りますが、その効果は未だ限定的であります。 

 この結果、営業収益は8,365百万円（前年同四半期比48.9％減）となり、営業損失は525百万円となりました。 

 なお、１ユーロあたりの円換算レートは、当第３四半期が129.46円、前年同四半期が162.81円であります。 

  

④ 東アジア 

 航空輸出は、北米及び欧州向け事務機器、東アジア域内での薄型テレビ関連品、ＡＳＥＡＮ地域への電子部品やデ

ジタル家電品の取扱いが牽引し、月を追うごとに取扱物量が増えてきている一方、東アジアの欧米向け荷動きの活性

化と共に航空運賃マーケットも上昇傾向を示しております。 

 航空輸入は、日本の夏季休暇により東アジア向けの荷動きに影響が出たものの、薄型テレビ関連品などの取扱いが

牽引し、前年同四半期（３か月）並みの取扱件数となりました。 

 海上貨物は、航空貨物ほどの取扱い回復には至っていないものの、徐々に減少幅を縮め、中国では航空から海上へ

のシフトの影響もあり取扱量が増加しましたが、東アジア全体では前年同四半期（３か月）を下回りました。 

 この結果、営業収益は14,832百万円（前年同四半期比43.7％減）、営業利益は580百万円（同61.0％減）となりま

した。 
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⑤ 南アジア・オセアニア 

 航空輸出は、北米向け通信機器や日本やアジア域内向けの自動車関連部品及び電子部品などが堅調に推移しました

が、取扱重量は前年同四半期（３か月）を依然４％下回る結果となりました。 

 航空輸入は、中国を始めとした東アジアからの自動車関連部品やＡＳＥＡＮ地域内からの電子部品の輸入取扱いが

安定的に推移しましたが、前年同四半期（３か月）を概ね６％下回るものとなりました。 

 厳しい環境ながら自動車関連部品や電子部品関連荷主の在庫調整の進展や生産体制の見直しで航空貨物の緊急輸送

需要が増加しており、また海上貨物は、輸出入ともに自動車関連部品や光学機器の部材輸送は増加傾向を示しており

ます。 

 この結果、営業収益は13,281百万円（前年同四半期比38.5％減）、営業利益は872百万円（同28.3％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78,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,584百万円、

3.4％の増加となりました。これは、短期貸付金の回収等により流動資産のその他が1,853百万円減少した一方で、受

取手形及び営業未収入金が3,286百万円増加したこと、及び投資その他の資産のその他が1,656百万円増加したこと等

によるものです。 

 負債は25,803百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,319百万円、5.4％の増加となりました。これは、賞与引当

金が384百万円減少した一方で、支払手形及び営業未払金が2,026百万円増加したこと等によるものです。     

 純資産は為替換算調整勘定の増加等により52,514百万円となり、自己資本比率は64.7％となりました。 

  

 平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22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21年４月１日～平成22年３月31日） 

（単位：百万円未満四捨五入）

（注）上記の予想は現時点において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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（２）修正の理由 

 平成21年10月以降、日本やアジアから欧米向けの輸出貨物は順調に増加しており、国内外の荷況は、底を脱した感

があり緩やかながらも概ね順調に回復の軌道を辿っております。また、日本、アジアからは在庫調整の一巡もあり当

第３四半期（３か月）からは自動車関連部品の緊急輸送も増加し、航空貨物の取扱重量も順調に回復しております。

一方で航空会社の欧米路線減便や使用機材の変更の影響で貨物スペースの一時的な逼迫感が出てきており、運賃マー

ケットも上昇しております。また、投資有価証券評価損や事業再構築の為の固定資産の売却などで損失が発生いたし

ました。この結果、通期の連結業績予想を上記のとおり見直しいたしました。 

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

  
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21年10月27日発表) 

百万円

 120,000

百万円 

 2,900

百万円 

 3,400

百万円 

 1,900

円 銭 

 45.06

 今回修正予想(B)  124,000  2,500  3,400  1,650  39.13

 増減額(B)-(A)  4,000  △400  －  △250  －

 増減率 3.3％ △13.8％  － △13.2％  －

（参考）前期実績 

 （平成21年３月期）  167,460  4,574  5,354  1,083  25.68
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,390 18,901

受取手形及び営業未収入金 26,134 22,848

貯蔵品 31 32

繰延税金資産 971 670

その他 3,072 4,925

貸倒引当金 △140 △131

流動資産合計 49,458 47,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,699 17,858

減価償却累計額 △8,030 △7,635

建物及び構築物（純額） 9,669 10,223

機械装置及び運搬具 1,006 1,032

減価償却累計額 △711 △670

機械装置及び運搬具（純額） 295 362

工具、器具及び備品 4,141 3,904

減価償却累計額 △2,833 △2,539

工具、器具及び備品（純額） 1,308 1,365

土地 6,923 7,327

建設仮勘定 2 0

有形固定資産合計 18,197 19,277

無形固定資産   

のれん 14 21

その他 1,228 1,093

無形固定資産合計 1,242 1,114

投資その他の資産   

投資有価証券 2,461 2,708

長期貸付金 174 177

繰延税金資産 2,350 2,438

その他 4,909 3,253

貸倒引当金 △474 △479

投資その他の資産合計 9,420 8,097

固定資産合計 28,859 28,488

資産合計 78,317 75,733
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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 12,824 10,798

短期借入金 1,150 500

未払法人税等 513 382

繰延税金負債 3 12

賞与引当金 941 1,325

役員賞与引当金 25 －

その他 3,908 4,176

流動負債合計 19,364 17,193

固定負債   

長期借入金 － 1,000

繰延税金負債 73 72

退職給付引当金 4,076 3,923

役員退職慰労引当金 333 351

独禁法関連引当金 1,728 1,728

負ののれん 5 8

その他 224 209

固定負債合計 6,439 7,291

負債合計 25,803 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 47,358 46,668

自己株式 △68 △68

株主資本合計 56,403 55,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 131 2

為替換算調整勘定 △5,881 △6,214

評価・換算差額等合計 △5,750 △6,212

少数株主持分 1,861 1,748

純資産合計 52,514 51,249

負債純資産合計 78,317 75,733
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

貨物運送業収益 132,895 84,443

旅行業収益 3,816 2,340

その他の事業収益 121 83

営業収益合計 136,832 86,866

営業原価   

貨物運送業原価 104,830 62,985

旅行業原価 181 172

その他の事業原価 636 682

営業原価合計 105,647 63,839

営業総利益 31,185 23,027

販売費及び一般管理費 26,571 21,528

営業利益 4,614 1,499

営業外収益   

受取利息 332 116

受取配当金 39 20

為替差益 370 434

持分法による投資利益 33 145

負ののれん償却額 19 2

その他 164 151

営業外収益合計 957 868

営業外費用   

支払利息 43 24

固定資産除却損 18 16

その他 19 18

営業外費用合計 80 58

経常利益 5,491 2,309

特別利益   

貸倒引当金戻入額 54 14

特別利益合計 54 14

特別損失   

投資有価証券評価損 582 72

固定資産売却損 43 21

固定資産除却損 77 －

減損損失 － 136

会員権評価損 10 13

特別損失合計 712 242

税金等調整前四半期純利益 4,833 2,081

法人税等 1,429 526

少数株主利益 364 284

四半期純利益 3,040 1,271
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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．会計処理方法の変更 
  前第３四半期連結累計期間 
  （在外子会社の財務諸表項目の換算方法）  
  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。 
  

（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

  
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 84,443 2,340 83  86,866  － 86,866

（２）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
－ － 1,044  1,044  △1,044 －

計 84,443 2,340 1,127  87,910  △1,044 86,866

営業利益 1,234 99 166  1,499  0 1,499
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前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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、インド 

３．会計処理方法の変更 
  前第３四半期連結累計期間 
  （在外子会社の財務諸表項目の換算方法）  
  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。 
  

 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  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

  
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  44,053  7,272  7,922  14,445  13,174  86,866  －  86,866

（２）セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 128  362  443  387  107  1,427  △1,427  －

計  44,181  7,634  8,365  14,832  13,281  88,293  △1,427  86,866

営業利益又は営業損失（△）  839  △263  △525  580  872  1,503  △4  1,499

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

- 11 -

郵船航空サービス（株）（9370）平成22年３月期 第３四半期決算短信




