
  

  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月４日

上場会社名 株式会社近鉄エクスプレス 上場取引所  東 

コード番号 9375 ＵＲＬ  http://www.kwe.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）石崎 哲 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役経理部長 （氏名）森 和也 （ＴＥＬ）  03-3201-2627 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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  63,587  39.9  2,266  211.5  2,461  201.6  1,177  292.4

22年３月期第１四半期  45,468  △37.0  727  △70.0  816  △65.1  300  △71.7

  
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  32  71  －

22年３月期第１四半期  8  33  －   

  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  120,011  68,821  55.8  1,858  80

22年３月期  116,640  68,038  56.3  1,822  95

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 66,915百万円 22年３月期 65,625百万円

  
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  －   7 00 － 17 00  24  00

23年３月期  －  

23年３月期（予想）  12 00 － 13 00  25  00

  （％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）  134,500  42.0  4,800  73.1  5,100  74.2  3,200  116.8  88  89

通期  260,000  22.7  10,800  44.9  11,000  36.9  7,000  53.1  194  45
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４．その他（詳細は、［添付資料]５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） 

  
  

※  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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施中です。 

  

※  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22年５月11日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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は[添付資料]２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。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 36,000,000株 22年３月期 36,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 588株 22年３月期 555株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 35,999,418株 22年３月期１Ｑ 35,999,455株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（以下、当第１四半期という。）における世界経済は、アジアを中心とした新

興国で景気回復が進み、先進国におきましても緩やかな回復基調が見られました。しかし一方で、欧州の財

政危機に端を発した金融市場の変動など、新たな不安要因も顕在化してまいりました。 

我が国経済は、アジア向け輸出の増加や、設備投資の下げ止まりが見られたものの、失業率が高水準にあ

るなど、依然として自律性に乏しい回復に止まりました。 

当社グループの当第１四半期の航空貨物輸送は、海外・日本ともに物量の回復が顕著となり、一昨年秋の

世界的な金融危機以前の水準に近づきました。また一方では、航空会社の合理化による貨物搭載スペースの

減少と輸送量回復に伴う需給バランスの変化により、運賃原価上昇が引続き各地域で見られました。グルー

プ全体の航空輸出貨物重量は前年同期比65.1％増、航空輸入貨物件数は同23.8％増となりました。海上貨物

輸送は、輸出容積で前年同期比19.5％増、輸入件数でも同24.7％増となり、航空と同様に、取り扱いが前年

同期を大きく上回りました。 

なお、当第1四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用しており、セグメントの区

分を従来より変更しております。前年第1四半期（前年同期）の数値については、新セグメントの区分に組

み替えて表示しております。 

各セグメントの業績は以下のとおりであります。  

  

 ＜日本＞ 

航空輸出貨物は、アジア向けの液晶関連品を中心とした電子部品や半導体製造装置等の好調な出荷が続

き、加えて欧米向けに自動車関連品の荷動きに増加が見られ、取扱い重量は前年同期比48.0％増となりまし

た。航空輸入貨物は、通信機器関連の取扱いを大きく減少させましたが、販売強化により半導体等その他の

エレクトロニクス関連品で物量が増加し、取扱い件数は前年同期比3.0％増となりました。海上輸出貨物で

は、化学品や設備輸送等の取扱いが増加し、輸出容積で前年同期比31.2％増となりました。海上輸入貨物で

は、雑貨、アパレル品等が増加し、取扱い件数で同25.8％増となりました。この結果、国内関係会社を含め

た日本の営業収入は28,704百万円（前年同期比36.5％増）、営業利益は678百万円（前年同期比303.0％増）

となりました。 

  

＜米州＞ 

航空輸出貨物は、半導体・液晶を中心としたエレクトロニクス関連品の輸送需要の回復が大きく、取扱い

重量は前年同期比30.8％増となりました。航空輸入貨物も、輸出と同様に物量の増加が顕著となり、取扱い

件数で前年同期比32.8％増となりました。海上貨物は、輸出容積で前年同期比33.4％増、輸入件数で同

27.2％増となりました。この結果、米州全体の営業収入は7,721百万円（前年同期比29.0％増）、営業利益

は434百万円（前年同期は営業損失40百万円）となりました。 

  

＜欧州・中近東・アフリカ＞ 

航空輸出貨物は、既存顧客の物量回復に加え、中東向けスポット貨物やメディカル関連品の増加があり、

取扱い重量は前年同期比47.7％増となりました。航空輸入貨物では、自動車関連品や液晶関連品が増加し、

取扱い件数は前年同期比26.0％増となりました。海上貨物は、輸出で前年同期取扱いのスポット貨物が減少

したため、容積で前年同期比11.3％減となりましたが、輸入件数は同21.9％増となりました。この結果、欧

州・中近東・アフリカ全体の営業収入は5,290百万円（前年同期比18.1％増）、営業利益は107百万円（前年

同期は営業損失113百万円）となりました。 

   

＜東アジア・オセアニア＞ 

航空輸出貨物は、エレクトロニクス関連品の旺盛な需要拡大に加え、前年同期の大幅な物量減少からの反

動もあり、重量で前年同期比107.4％増となりました。航空輸入貨物も、各メーカーが増産体制を強めた結

果、電子部品や液晶関連品の入荷が増加し、取扱い件数は前年同期比38.2％増となりました。海上貨物は、

輸出容積で前年同期比21.1％増、輸入件数で同19.0％増となりました。この結果、東アジア・オセアニア全

体の営業収入は17,388百万円（前年同期比55.5％増）、営業利益は740百万円（前年同期比34.9％増）とな

りました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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＜東南アジア＞ 

航空輸出貨物は、半導体を中心とするエレクトロニクス関連品の順調な回復に加え、旺盛なスポット貨物

の輸送需要が寄与し、取扱い重量は前年同期比95.0％増となりました。航空輸入貨物も、半導体製造装置や

記憶媒体関連品、ＴＶ用部材等で活発な荷動きが見られ、取扱い件数は同30.5％増となりました。海上貨物

は、輸出で大手荷主の取扱いが一部減少したため、容積で前年同期比2.1％減となりましたが、輸入では取

扱い件数で同32.3％増となりました。この結果、東南アジア全体の営業収入は5,501百万円（前年同期比

56.9％増）、営業利益291百万円（前年同期比447.1％増）となりました。 

  

当社グループは一体となって販売活動を推進し、加えて固定費、流動費の大幅な削減などの合理化策を継

続して実施してまいりました。その結果、当第１四半期の連結営業収入は63,587百万円（前年同期比39.9％

増）、同営業利益は2,266百万円（同211.5％増）、同経常利益は2,461百万円（同201.6％増）となりまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、営業未収入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比

べて3,370百万円増加し、120,011百万円となりました。 

 負債は、営業未払金や長期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ2,587百万円増加し、

51,189百万円となりました。純資産は、少数株主持分が減少したものの、利益剰余金や為替換算調整勘定が増加し

たことなどにより前連結会計年度末に比べ782百万円増加し、68,821百万円となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23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）第2四半期連結累計期間の連結業績予想（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

  

  

 （2）通期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

  

 （3）修正の理由 

日本・海外（特にアジア）の物量が想定以上の水準で推移したこと及び三洋電機ロジスティクス株式会社

の株式売却による売却益741百万円を計上するため、上記のように修正いたします。 

  

  
営業収入 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

1株当たり 

 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成22年５月11日発表） 
112,000 4,000 4,000 2,300 63円89銭

今回修正予想（Ｂ） 134,500 4,800 5,100 3,200 88円89銭

増減額（Ｂ）―（Ａ） 22,500 800 1,100 900 － 

増減率（％） 20.1 20.0 27.5 39.1 － 

（参考）前年同期実績 94,741 2,773 2,927 1,476 41円01銭

  
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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成22年５月11日発表） 
235,000 10,000 10,000 5,800 161円11銭

今回修正予想（Ｂ） 260,000 10,800 11,000 7,000 194円45銭

増減額（Ｂ）―（Ａ） 25,000 800 1,000 1,200 － 

増減率（％） 10.6 8.0 10.0 20.7 － 

（参考）前期実績 211,836 7,451 8,032 4,570 126円97銭
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（参考）個別業績予想の修正 

平成23年３月期（平成22年４月1日～平成23年３月31日）の個別業績予想につきましても、同様の理由で以下の

とおり修正いたします。 

  

  (1)第２四半期累計期間の個別業績予想（平成22年４月1日～平成22年９月30日）   

（単位：百万円）

（2）通期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  

（単位：百万円）

（注）業績の予想に関する注意事項 

 上記の予想数値は現時点で得られた情報に基づいて判断したものであり、実際の業績はさまざまな要因により当

該予想と異なる可能性があります。 

  

  
営業収入 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

1株当たり 

 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成22年５月11日発表） 
42,000 750 990 740 20円56銭

今回修正予想（Ｂ） 47,500 750 1,180 1,050 29円17銭

増減額（Ｂ）―（Ａ） 5,500 0 190 310 － 

増減率（％） 13.1 0 19.2 41.9 － 

（参考）前年同期実績 34,133 673 1,730 1,209 33円61銭

  
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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成22年５月11日発表） 
86,000 2,400 4,500 3,500 97円22銭

今回修正予想（Ｂ） 92,100 2,400 4,500 3,600 100円00銭

増減額（Ｂ）―（Ａ） 6,100 0 0 100   － 

増減率（％） 7.1 0 0 2.9 － 

（参考）前期実績 76,078 1,480 4,179 3,124 86円79銭
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（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 

影響が僅少なものについて、一部簡便な方法を採用しております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③企業結合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、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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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：百万円）

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 25,827 25,933

受取手形及び営業未収入金 44,287 41,133

その他 3,254 3,236

貸倒引当金 △249 △260

流動資産合計 73,119 70,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,364 19,478

土地 10,876 10,799

その他（純額） 4,383 4,354

有形固定資産合計 34,624 34,631

無形固定資産   

のれん 395 126

その他 1,850 1,944

無形固定資産合計 2,246 2,071

投資その他の資産 10,021 9,894

固定資産合計 46,892 46,597

資産合計 120,011 116,640

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 20,446 19,528

短期借入金 12,177 11,955

未払法人税等 989 990

賞与引当金 1,130 1,589

役員賞与引当金 71 168

その他 8,092 7,800

流動負債合計 42,907 42,032

固定負債   

長期借入金 4,918 3,349

退職給付引当金 2,413 2,200

その他 950 1,020

固定負債合計 8,282 6,569

負債合計 51,189 48,602
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,216 7,216

資本剰余金 4,867 4,867

利益剰余金 58,061 57,496

自己株式 △1 △1

株主資本合計 70,143 69,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 441 173

為替換算調整勘定 △3,669 △4,127

評価・換算差額等合計 △3,228 △3,953

少数株主持分 1,906 2,413

純資産合計 68,821 68,038

負債純資産合計 120,011 116,640
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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：百万円）

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 45,468 63,587

営業原価 37,686 54,043

営業総利益 7,781 9,543

販売費及び一般管理費 7,054 7,277

営業利益 727 2,266

営業外収益   

受取利息 44 30

受取配当金 22 22

負ののれん償却額 8 8

為替差益 135 161

雑収入 37 41

営業外収益合計 247 265

営業外費用   

支払利息 77 67

持分法による投資損失 64 0

雑支出 16 2

営業外費用合計 159 70

経常利益 816 2,461

特別利益   

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産除却損 11 －

事業再編損 25 －

特別損失合計 36 －

税金等調整前四半期純利益 782 2,461

法人税等 436 1,188

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,273

少数株主利益 46 95

四半期純利益 300 1,177
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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）

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 782 2,461

減価償却費 766 768

のれん償却額 12 12

負ののれん償却額 △8 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △504 △456

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △119 △96

退職給付引当金の増減額（△は減少） 325 211

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △12

受取利息及び受取配当金 △66 △53

支払利息 77 67

持分法による投資損益（△は益） 64 0

固定資産売却損益（△は益） △3 －

固定資産除却損 11 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,319 △2,917

仕入債務の増減額（△は減少） △3,130 880

その他 △519 317

小計 2,007 1,173

利息及び配当金の受取額 119 52

利息の支払額 △137 △75

独占禁止法関連損失の支払額 △1,494 －

法人税等の支払額 △861 △1,171

営業活動によるキャッシュ・フロー △366 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △55 △226

定期預金の払戻による収入 24 228

有形固定資産の取得による支出 △741 △468

有形固定資産の売却による収入 10 10

投資有価証券の取得による支出 △3 △5

投資有価証券の売却及び償還による収入 28 154

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△114 －

子会社株式の取得による支出 － △923

貸付けによる支出 △9 △1

貸付金の回収による収入 5 2

敷金及び保証金の差入による支出 △67 △55

敷金及び保証金の回収による収入 97 47

その他 184 △235

投資活動によるキャッシュ・フロー △643 △1,472
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（単位：百万円）

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） 373 1,810

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △32 △48

長期借入れによる収入 297 1,633

長期借入金の返済による支出 △241 △1,688

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △503 △598

財務活動によるキャッシュ・フロー △107 1,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 818 265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △298 △119

現金及び現金同等物の期首残高 25,904 25,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,605 24,925
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該当事項はありません。 

  

  

   

〔事業の種類別セグメント〕 

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） 

  

 貨物運送事業の営業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収入の合計及び営業利益の合計に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

〔所在地別セグメント〕 

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）   

（注）１．地域区分は事業活動の相互関連性及び地理的近接度を考慮し、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）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、

アイルランド及びその他の欧州、ロシア、アフリカ諸国 

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア 

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナ

ム、中近東諸国 

  

〔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） 

 （注）１．地域区分は事業活動の相互関連性及び地理的近接度を考慮し、区分しております。 

２．各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）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

(2）欧州・アフリカ…………………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、

アイルランド及びその他の欧州、ロシア、アフリカ諸国 

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア 

(4）東南アジア・中近東……………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナ

ム、中近東諸国 

３．海外営業収入は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収入であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州・ 

アフリカ 

(百万円) 

東アジア・

オセアニア

(百万円) 

東南アジア・

中近東 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

営業収入                 

（1）外部顧客に対する

営業収入 
 20,832  5,821  4,286  11,027  3,501  45,468 －   45,468

（2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 190  684  121  164  73  1,235  △1,235 －  

計  21,022  6,505  4,408  11,191  3,575  46,704  △1,235  45,468

営業利益  168  88  △118  547  58  743  △16  727

  米州
欧州・
アフリカ 

東アジア・
オセアニア 

東南アジ
ア・中近東 

計

Ⅰ 海外営業収入（百万円）  5,822  4,288  11,027  3,501  24,640

Ⅱ 連結営業収入（百万円）  －  －  －  －  45,468

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％） 
 12.8  9.4  24.3  7.7  54.2
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〔セグメント情報〕 

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） 

  

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。 

当社は、本社にグループ経営戦略本部を置き、国内及び海外の包括的な戦略の立案と事業活動の統括をして

います。さらに、グループ経営戦略本部のもとで、国内における事業活動は当社が、海外における事業活動は

各地域に置かれた本部がそれぞれ統括しています。国内および海外の連結子会社は、それぞれ独立した経営単

位であり、当社および各地域の本部の統括のもと、各国で事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、各地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「欧州・中近東・

アフリカ」、「東アジア・オセアニア」、「東南アジア」の５つを報告セグメントとしております。各報告セ

グメントでは、主に貨物運送事業を展開しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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：百万円）

（注)１．「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、主に当社グループ内

部への物流付帯事業活動を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△14百万円は、セグメント間取引消去です。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ４．日本を除く各セグメントに属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）米州………………………………米国、カナダ、及び中南米諸国 

(2）欧州・中近東・アフリカ………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、

スイス、アイルランド及びその他の欧州、ロシア、アフリカ

諸国、中近東諸国 

(3）東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア 

(4）東南アジア………………………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、

ベトナム 

  

３．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  

（のれんの金額の重要な変動）  

 「東南アジア」セグメントにおいて、連結子会社であるKINTETSU INTEGRATED AIR SERVICES SDN.BHD.の少

数株主が保有する全株式を当社が取得いたしました。当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累

計期間においては272百万円です。 

  

（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。  

  

  

報告セグメント

その他
（注)１ 合計 調整額 

（注)２ 

四半期
連結損益
計算書 
計上額 
（注)３ 

日本 米州 
欧州・

中近東・
アフリカ

東アジ
ア・オセ
アニア 

東南アジ
ア 計

営業収入                     

外部顧客への

営業収入 
 28,441  7,385 5,080 17,186 5,421 63,515 72  63,587 － 63,587

セグメント間

の内部営業収

入又は振替高 
 263  335 210 202 80 1,091 457  1,549 △1,549 －

計  28,704  7,721 5,290 17,388 5,501 64,606 530  65,137 △1,549 63,587

セグメント利益  678  434 107 740 291 2,253 27  2,280 △14 2,266
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（参考情報） 

 前第１四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報を、当第１四半期連結会計期間から採用するセグメン

トに組み替えると以下のとおりとなります。  

  

 （参考）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：百万円）

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

報告セグメント

その他 合計 調整額 

四半期
連結損益
計算書 
計上額 日本 米州 

欧州・
中近東・
アフリカ

東アジ
ア・オセ
アニア 

東南アジ
ア 計

営業収入                     

外部顧客への

営業収入 
 20,832  5,740 4,354 11,027 3,433 45,387 81  45,468 － 45,468

セグメント間

の内部営業収

入又は振替高 
 190  243 123 156 72 786 533  1,319 △1,319 －

計  21,022  5,983 4,478 11,183 3,505 46,173 614  46,787 △1,319 45,468

セグメント利益

又は損失（△） 
 168  △40 △113 548 53 616 127  743 △16 727

（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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