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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（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 ％ 

23年３月期第１四半期 17,116 19.4 987 32.6 976 32.6 460 44.7 
22年３月期第１四半期 14,340 △10.7 744 24.1 736 22.4 318 △0.8 
 

 
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 

23年３月期第１四半期 47.63 － 
22年３月期第１四半期 32.98 － 
 
（２）連結財政状態 

 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 

23年３月期第１四半期 24,500 12,046 48.9 1,239.20 
22年３月期 23,677 11,955 50.3 1,231.54 

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 11,987百万円 22年３月期 11,913百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

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 

22年３月期 － 0.00 － 37.00 37.00 
23年３月期 －        
23年３月期(予想)  0.00 － 40.00 40.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 

第２四半期(累計) 33,480 9.9 1,580 2.2 1,570 3.0 840 13.7 86.83 
通     期 70,000 8.2 3,600 12.1 3,580 12.6 1,990 14.9 205.71 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】６ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

 
（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 － 社  （   －   ） 、除外 － 社  （   －   ） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
（４）発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,324,150株 22年３月期 10,324,150株 
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 650,318株 22年３月期 650,318株 
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,673,832株 22年３月期１Ｑ 9,653,832株 

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期
決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してい
ません。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

本資料に記載されている業績見直し等の将来に対する記述は、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）５ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における国内経済は、欧州での財政危機問題等、今後の景気回復への影響が懸念され

る不安材料を抱えながらも、輸出関連企業を中心として緩やかな回復がみられます。一方、物流業界

においても、引き続き厳しい状況にはあるものの、国内貨物輸送の動きに底打ちからの回復への兆し

が見受けられます。 

このような情勢の下、当社グループは、物流情報サービス事業、ロジスティクスマネジメント事業

及び貨物運送事業を中核として、各事業部門間の連携を強化し、顧客の多様なニーズへの対応力の向

上に注力するとともに、業務量の拡大に向けて事業拠点の拡充を図ってまいりました。 

 

当第１四半期における当社グループの主な拠点展開は次のとおりであります。 

平成22年４月 連結子会社である㈱エムエスケイ、㈱トラフィックアイ及びスリーエスシステムズ

㈱の３社を合併・統合（存続会社 ㈱エムエスケイ） 

平成22年４月 栃木県宇都宮市に食品メーカーの輸送拠点として、宇都宮事業所を開設 

平成22年５月 静岡県掛川市に日用品メーカーの専用物流センターとして、静岡ロジスティクスセ

ンターを開設 

平成22年５月 千葉県市川市にオフィス用品商社の専用物流センターとして、市川第２事業所を開

設 

平成22年５月 医薬品商社の物流センター業務を受託し、神奈川県高座郡に湘南事業所を開設 

 

以上の結果、国内貨物輸送の回復に伴う物流情報サービス事業における貨物情報量の増加やロジス

ティクスマネジメント事業における既存顧客の受託業務の範囲拡大等により、当社グループの業績は

概ね堅調に推移いたしました。 

当第１四半期連結会計期間の営業収入は171億16百万円（対前年同四半期増減率19.4％）、営業利

益は９億87百万円（同32.6％）、経常利益は９億76百万円（同32.6％）、四半期純利益は４億60百万

円（同44.7％）となりました。なお、当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基

準」を適用したこと等に伴い、特別損失を１億28百万円計上しております。 
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当社では、当社グループの事業内容を４つの報告セグメント及びその他に分けております。 

当第１四半期連結会計期間のセグメント別の概況は次のとおりであります。 

①物流情報サービス事業 

営業収入 88 億 56 百万円 （対前年同四半期増減率 29.3％） 

営業総利益 ４億 11 百万円 （   同   61.9％） 

営業利益 ３億 33 百万円 （   同   89.3％） 

貨物情報量が回復傾向にあるほか、継続的なコスト削減等への取り組みが寄与したこと

により、増収増益となりました。 

 

②ロジスティクスマネジメント事業 

営業収入 44 億 19 百万円 （対前年同四半期増減率 9.5％） 

営業総利益 ５億 32 百万円 （   同   25.2％） 

営業利益 ３億 92 百万円 （   同   43.9％） 

既存顧客の受託業務の範囲が拡大したこと等、全般的に既存拠点の業績が堅調に推移し

たことに加え、新設拠点の寄与もあって、増収増益となりました。 

 

③貨物運送事業 

営業収入 31 億 27 百万円 （対前年同四半期増減率 8.6％） 

営業総利益 ３億４百万円 （   同   △15.8％） 

営業利益 １億 92 百万円 （   同   △24.3％） 

主に生協個人宅配業務の拡大により増収は確保したものの、車両償却負担や外注費の増

加等を吸収しきれず、増収減益となりました。 

 

④ＩＴ・アウトソーシング事業 

営業収入 ９億６百万円 （対前年同四半期増減率 77.0％） 

営業総利益 １億 30 百万円 （   同   67.2％） 

営業利益 65 百万円 （   同   105.0％） 

前期に連結子会社となった㈱エムエスケイの業績が寄与したことに加え、アウトソーシ

ング部門における受託案件の回復により増収増益となりました。 

 

⑤その他 

営業収入 ２億 97 百万円 （対前年同四半期増減率 11.1％） 

営業総利益 31 百万円 （   同   49.8％） 

営業利益 16 百万円 （   同   220.6％） 

当セグメントに自動車整備事業を含めております。 

 

(注) 上記の数値は、セグメント間取引の消去はしておりません。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の各残高における、前連結会計年度末との比較情報は次のとおりで

あります。 

資産の部では、現金及び預金の増加３億56百万円、受取手形及び営業未収入金の増加５億96百万

円等により、流動資産が７億91百万円増加した結果、資産合計は８億22百万円増の245億円となり

ました。 

負債の部では、支払手形及び営業未払金の減少６億９百万円、短期借入金の増加12億68百万円等

により、流動負債が５億58百万円増加し、また、当第１四半期連結会計期間より計上した資産除去

債務３億６百万円等により固定負債が１億73百万円増加した結果、負債合計は７億31百万円増の

124億54百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の増加87百万円等により、90百万円増の120億46百万円となり、自

己資本比率は48.9％となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の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３億６百万円増の24億33百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、４億６百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期

純利益８億53百万円、減価償却費１億98百万円等による資金の増加、及び売上債権の増加５億96百

万円、仕入債務の減少６億９百万円、法人税等の支払７億64百万円等の資金の減少によるものであ

ります。 

投資活動の結果使用した資金は48百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出40百万円等によるものであります。 

財務活動の結果調達した資金は７億63百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額12

億65百万円、配当金の支払３億57百万円等によるものであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年５

月10日に公表いたしました業績予想の数値から変更はございませんが、セグメント別の業績予想に

つきましては、当第１四半期よりセグメントを４つの報告セグメントとその他に区分したことによ

り、次のとおり変更しております。なお、「物流情報サービス事業」と「ロジスティクスマネジメ

ント事業」については変更はありません。 

 

貨物運送事業 

営業収入 126 億円 （対前連結会計年度増減率 1.1％） 

営業総利益 12 億 90 百万円 （   同     6.3％） 

営業利益 ８億 70 百万円 （   同     10.7％） 

 

ＩＴ・アウトソーシング事業 

営業収入 38 億 30 百万円 （対前連結会計年度増減率 13.6％） 

営業総利益 ３億 80 百万円 （   同     △7.8％） 

営業利益 90 百万円 （   同     26.4％） 

 

その他 

営業収入 11 億 80 百万円 （対前連結会計年度増減率 2.1％） 

営業総利益 １億 20 百万円 （   同     16.9％） 

営業利益 60 百万円 （   同     48.7％） 

 

(注) 上記の数値は、セグメント間取引の消去はしておりません。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

 

③ 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ４百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益

は１億24百万円減少しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  2,483,841  2,126,976 

  受取手形及び営業未収入金  10,036,356  9,440,352 

  リース投資資産  5,252  5,223 

  商品  5,379  5,621 

  仕掛品  26,091  1,195 

  貯蔵品  10,271  7,823 

  前払費用  315,358  235,792 

  繰延税金資産  101,601  281,715 

  その他  176,980  269,092 

  貸倒引当金  △22,808  △26,821 

  流動資産合計  13,138,324  12,346,972 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  6,879,113  6,621,064 

    減価償却累計額  △2,295,072  △2,149,828 

    建物及び構築物（純額）  4,584,041  4,471,235 

   機械装置及び運搬具  2,500,018  2,615,975 

    減価償却累計額  △2,036,087  △2,125,079 

    機械装置及び運搬具（純額）  463,931  490,896 

   土地  2,879,226  2,879,226 

   リース資産  1,109,601  1,086,049 

    減価償却累計額  △348,325  △290,584 

    リース資産（純額）  761,275  795,465 

   建設仮勘定  7,815  － 

   その他  371,541  360,851 

    減価償却累計額  △257,399  △251,649 

    その他（純額）  114,142  109,202 

   有形固定資産合計  8,810,431  8,746,026 

  無形固定資産     

   のれん  279,960  296,991 

   リース資産  25,016  25,914 

   その他  413,778  399,837 

   無形固定資産合計  718,755  722,743 
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  (単位：千円)

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６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22年３月31日) 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  217,252  243,143 

   長期貸付金  2,940  3,110 

   長期前払費用  2,472  2,693 

   繰延税金資産  272,523  207,200 

   差入保証金  1,085,607  1,103,079 

   その他  298,380  346,926 

   貸倒引当金  △46,094  △43,970 

   投資その他の資産合計  1,833,081  1,862,183 

  固定資産合計  11,362,268  11,330,953 

 資産合計  24,500,593  23,677,926 
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  (単位：千円)

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部     

 流動負債     

  支払手形及び営業未払金  4,230,914  4,840,624 

  短期借入金  3,188,432  1,919,952 

  リース債務  284,639  276,614 

  未払金  198,648  181,446 

  未払費用  1,231,577  703,950 

  未払法人税等  175,251  715,434 

  未払消費税等  248,691  85,675 

  賞与引当金  123,850  410,440 

  役員賞与引当金  5,019  20,170 

  工事損失引当金  －  2,005 

  その他  272,956  245,082 

  流動負債合計  9,959,981  9,401,395 

 固定負債     

  長期借入金  951,957  1,035,655 

  リース債務  583,063  629,535 

  再評価に係る繰延税金負債  56,263  56,263 

  退職給付引当金  146,978  141,037 

  役員退職慰労引当金  －  126,350 

  長期未払金  128,878  － 

  資産除去債務  306,925  － 

  負ののれん  3,112  3,557 

  その他  316,974  328,347 

  固定負債合計  2,494,153  2,320,746 

 負債合計  12,454,135  11,722,141 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  1,080,047  1,080,047 

  資本剰余金  1,230,304  1,230,304 

  利益剰余金  10,597,231  10,509,445 

  自己株式  △1,019,284  △1,019,284 

  株主資本合計  11,888,299  11,800,513 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  17,811  31,818 

  土地再評価差額金  82,418  82,418 

  為替換算調整勘定  △744  △1,011 

  評価・換算差額等合計  99,485  113,225 

 少数株主持分  58,673  42,045 

 純資産合計  12,046,458  11,955,784 

負債純資産合計  24,500,593  23,677,926 
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（２）四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業収入  14,340,048  17,116,456 

営業原価  13,222,818  15,729,025 

営業総利益  1,117,229  1,387,430 

販売費及び一般管理費     

 人件費  183,222  203,091 

  （うち賞与引当金繰入額）  7,294  10,440 

  （うち役員賞与引当金繰入額）  4,968  5,799 

  （うち役員退職慰労引当金繰入額）  2,795  2,528 

 減価償却費  12,922  14,924 

 のれん償却額  －  17,031 

 保険料  5,603  5,360 

 施設利用料  26,099  22,354 

 リース料  5,718  3,541 

 租税公課  4,714  3,268 

 旅費及び交通費  17,192  18,569 

 交際費  5,622  8,463 

 諸会費  2,484  3,295 

 募集費  2,693  3,154 

 貸倒引当金繰入額  420  － 

 その他  106,125  97,129 

 販売費及び一般管理費合計  372,819  400,185 

営業利益  744,409  987,244 

営業外収益     

 受取利息  11  19 

 受取配当金  593  1,538 

 その他  10,360  11,880 

 営業外収益合計  10,965  13,438 

営業外費用     

 支払利息  15,252  20,506 

 債権売却損  1,621  64 

 持分法による投資損失  548  1,501 

 その他  1,184  1,701 

 営業外費用合計  18,606  23,773 

経常利益  736,769  976,909 

特別利益     

 前期損益修正益  8,660  － 

 固定資産売却益  3,206  2,772 

 投資有価証券売却益  －  43 

 貸倒引当金戻入額  －  1,888 

 特別利益合計  11,866  4,704 
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  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

特別損失     

 固定資産売却損  50  － 

 固定資産廃棄損  13,389  1,757 

 投資有価証券評価損  －  2,461 

 会員権評価損  －  2,500 

 災害による損失  162,079  － 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －  120,061 

 その他  －  1,700 

 特別損失合計  175,519  128,480 

税金等調整前四半期純利益  573,116  853,133 

法人税、住民税及び事業税  119,455  265,550 

法人税等調整額  137,298  124,732 

法人税等合計  256,753  390,282 

少数株主損益調整前四半期純利益  －  462,851 

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △1,986  2,076 

四半期純利益  318,350  460,775 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30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  573,116  853,133 

 減価償却費  147,822  198,363 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △529  △1,888 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  △211,192  △286,590 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △13,682  △15,151 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  1,905  5,941 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  2,795  △126,350 

 受取利息及び受取配当金  △605  △1,558 

 持分法による投資損益（△は益）  548  1,501 

 為替差損益（△は益）  695  1,293 

 支払利息  15,252  20,506 

 固定資産売却損益（△は益）  △3,156  △2,772 

 固定資産廃棄損  13,389  1,757 

 投資有価証券売却損益（△は益）  －  △43 

 投資有価証券評価損益（△は益）  －  2,461 

 会員権評価損  －  2,500 

 災害損失  162,079  － 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －  120,061 

 売上債権の増減額（△は増加）  △94,813  △596,004 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △2,439  △27,102 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △471,712  △609,709 

 未払消費税等の増減額（△は減少）  37,806  196,143 

 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）  △41,400  △41,400 

 その他  258,889  681,744 

 小計  374,770  376,835 

 利息及び配当金の受取額  605  1,558 

 利息の支払額  △14,938  △20,813 

 法人税等の支払額  △500,247  △764,333 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △139,811  △406,752 

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  △261,372  △40,654 

 有形固定資産の売却による収入  1,050  3,525 

 無形固定資産の取得による支出  △1,809  △25,434 

 投資有価証券の取得による支出  △913  △926 

 投資有価証券の売却による収入  －  43 

 関係会社の整理による収入  41,207  － 

 貸付けによる支出  △100  － 

 貸付金の回収による収入  138  668 

 その他  △6,215  13,930 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △228,013  △48,847 
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  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30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）  △500,000  1,265,000 

 長期借入れによる収入  －  17,640 

 長期借入金の返済による支出  △30,000  △97,858 

 配当金の支払額  △337,884  △357,931 

 リース債務の返済による支出  △43,651  △63,359 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △911,535  763,490 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △161  △1,026 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,279,521  306,864 

現金及び現金同等物の期首残高  3,697,597  2,126,976 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

 10,374  － 

現金及び現金同等物の四半期末残高  2,428,450  2,433,841 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：千円） 

 
物流情報 
サービス 

事業 

ロジスティ
クスマネジ
メント事業

貨物運送 
事業 

自動車 
整備事業 

アウトソー 
シング事業 

計 
消去又は

全社 
連結 

営業収入     

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

6,848,676 4,035,509 2,878,816 182,633 394,413 14,340,048 －14,340,048 

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

157 146 － 85,444 117,424 203,172 (203,172) － 

計 6,848,833 4,035,655 2,878,816 268,077 511,838 14,543,221 (203,172)14,340,048 

営業利益 176,329 273,088 253,827 5,216 31,997 740,459 3,949 744,409 

(注) １ 事業の区分は、営業収入の集計区分によっております。 

２ 各事業区分の主な事業内容 

事業区分 主な事業内容 

物流情報サービス事業 空車情報と貨物情報のマッチング（「求貨求車」）業務 

ロジスティクスマネジメント事業 顧客企業の物流機能の一括受託及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 貨物の輸送業務 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

全セグメントの営業収入の合計に占める日本の割合が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。 

 

【海外営業収入】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外営業収入が連結営業収入の10％未満のため、海外営業収入の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 

当社グループは、活動拠点のサービス内容によってビジネスモデルを区分し、ビジネスモデルごと
に、包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループはビジネスモデルを基礎としたサービス別セグメントから構成されてお
り、「物流情報サービス事業」、「ロジスティクスマネジメント事業」、「貨物運送事業」及び「Ｉ
Ｔ・アウトソーシング事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「物流情報サービス事業」は、空車情報と貨物情報のマッチング（求貨求車）業務を行っておりま
す。「ロジスティクスマネジメント事業」は顧客企業の物流機能の一括受託及び物流センターの運営
業務を行っております。「貨物運送事業」は貨物の輸送業務を行っております。「ＩＴ・アウトソー
シング事業」は情報システムの開発及び業務請負を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの営業収入及び利益の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
物流情報サ
ービス事業 

ロジスティ
クスマネジ
メント事業 

貨物運送事
業 

ＩＴ・アウ
トソーシン

グ事業 
計 

その他 
(注) 

合計 

営業収入        

 外部顧客への営業収入 8,839,175 4,417,332 2,881,906 773,833 16,912,247 204,208 17,116,456 

 セグメント間の内部 
 営業収入又は振替高 

17,093 1,821 245,871 132,325 397,112 93,586 490,698 

計 8,856,269 4,419,153 3,127,778 906,158 17,309,360 297,794 17,607,154 

セグメント利益 333,730 392,904 192,088 65,609 984,331 16,722 1,001,054 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車整備事業を含んでおりま

す。 

 

３．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 984,331 

「その他」の区分の利益 16,722 

セグメント間取引消去 △13,809 

四半期連結損益計算書の営業利益 987,244 
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準
第17号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

（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。 

 
 


