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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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2四半期 132,912 40.3 4,942 78.2 5,399 84.4 3,956 168.0
22年3月期第2四半期 94,741 △38.2 2,773 △51.1 2,927 △50.8 1,476 △56.3

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

23年3月期第2四半期 109.91 ―
22年3月期第2四半期 41.01 ―

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2四半期 118,836 68,679 56.5 1,865.60
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2四半期  67,160百万円 22年3月期  65,625百万円

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   

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 ― 12.00
23年3月期 

（予想）
― 13.00 25.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 260,000 22.7 10,800 44.9 11,300 40.7 7,600 66.3 211.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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８月４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．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と判断する一定の前提に基いており、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】３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  599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2Q 35,999,424株 22年3月期2Q  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２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）（以下、当第２四半期（６ヶ月）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拡大が進み、先進国におきましても引続き緩やかな

回復が見られました。しかし一方で、各国における景気対策打ち切りの影響や米中景気の減速懸念など先行きの不

透明感も強まってまいりました。 

我が国経済は、設備投資の持ち直しが見られたものの、円高・株安の進行や牽引役であったアジア向け輸出の

減速など、景気回復の勢いに鈍化が見られ始めました。 

当社グループの当第２四半期（６ヶ月）の航空貨物輸送は、海外では物量の回復が顕著となりましたが、日本

ではアジアでの在庫調整もあり、８月以降は減速基調となりました。また、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、運賃原価の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55.4％増、航空輸入貨物件数は同19.0％増、海上貨物輸送は、輸出容積

で同19.8％増、輸入件数で同21.9％増となり、当第２四半期（６ヶ月）を通してはほぼ世界的な金融危機以前の水

準となりました。 

なお、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２四半期累計期間（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、前半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等製造装置の好調な出荷が継

続したため、８月以降は在庫調整により一部で海上輸送へのシフトが見られ始めましたが、取扱い重量は前年同期

比32.6％増となりました。航空輸入貨物は、半導体等のエレクトロニクス関連品で物量が増加しましたが、通信機

器関連で取扱いが大きく減少し、取扱い件数は前年同期比0.7％減となりました。海上輸出貨物では、化学品や設

備輸送等の堅調な取扱いにより、輸出容積で前年同期比21.9％増となりました。海上輸入貨物では、エレクトロニ

クス関連品や雑貨等が増加し、取扱い件数で前年同期比24.1％増となりました。この結果、国内関係会社を含めた

日本全体の営業収入は56,585百万円（前年同期比28.6％増）、営業利益は1,193百万円（同44.3％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35.8％増となりました。航空輸入貨物は、スポット貨物取扱い等による物量の増加もあり、取扱い件数

で前年同期比34.0％増となりました。海上貨物は、輸出容積で前年同期比28.3％増、輸入件数で同24.8％増となり

ました。この結果、米州全体の営業収入は16,172百万円（前年同期比34.2％増）、営業利益は969百万円（同

486.9％増）となりました。  

  

＜欧州・中近東・アフリカ＞ 

航空輸出貨物は、既存顧客の輸送需要の拡大に加え、メディカル関連品の取扱い増加や中東向けスポット貨物

などにより、取扱い重量は前年同期比52.3％増となりました。航空輸入貨物では、自動車関連品や薄型テレビ関連

品の物量が増加し、取扱い件数は前年同期比29.8％増となりました。海上貨物は、輸出容積で前年同期比3.8％

増、輸入件数で同22.2％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11,145百万円（前

年同期比26.3％増）、営業利益は258百万円（前年同期は営業損失242百万円）となりました。 

   

＜東アジア・オセアニア＞ 

航空輸出貨物は、事務機器やデジタル家電品等エレクトロニクス関連品の取扱いが拡大し、重量で前年同期比

93.3％増となりました。航空輸入貨物は、半導体関連品や液晶関連品の物量が増加し、取扱い件数は前年同期比

28.0％増となりました。海上貨物は、輸出容積で前年同期比27.3％増、輸入件数で同13.1％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39,296百万円（前年同期比65.2％増）、営業利益は1,811百万円

（同23.3％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



＜東南アジア＞ 

航空輸出貨物は、エレクトロニクス関連品の順調な回復に加え、スポット貨物の取扱いも寄与し、取扱い重量

は前年同期比72.7％増となりました。航空輸入貨物は、エレクトロニクス関連品を中心とした荷動きが引続き堅調

に推移し、取扱い件数は前年同期比25.0％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、

容積で前年同期比3.6％減となりましたが、輸入では回復基調が持続し、取扱い件数で同31.8％増となりました。

この結果、東南アジア全体の営業収入は11,959百万円（前年同期比58.7％増）、営業利益631百万円（同110.5％

増）となりました。 

  

以上のとおり、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２四半期(６ヶ月)の連結営業収入は132,912百万円（前

年同期比40.3％増）、営業利益は4,942百万円（同78.2％増）、経常利益は5,399百万円（同84.4％増）、四半期純

利益は3,956百万円（同168.0％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２四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2,195百万円増加し、118,836百万円となりました。 

 負債は、営業未払金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ1,555百万円増加し、50,157百万円とな

りました。純資産は、少数株主持分や為替換算調整勘定が減少したものの、利益剰余金が増加したことなどにより

前連結会計年度末に比べ640百万円増加し、68,679百万円となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成22年８月４日に公表した通期（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。 

（単位：百万円）

  

＜修正の理由＞ 

 当第２四半期までに確定しました為替差益374百万円を営業外収益に、また、連結子会社であるTKK LOGISTICS 

CO.,LTD.の少数株主が保有する株式の20%を追加取得したことによる負ののれん発生益188百万円を特別利益にそれ

ぞれ計上したため、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 

  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８月4日発表） 
260,000 10,800 11,000 7,000 194円45銭

今回修正予想（Ｂ） 260,000 10,800 11,300 7,600 211円11銭

増減額（Ｂ）―（Ａ） － － 300 600 －

増減率（％） － － 2.7 8.6 －

（参考）前期実績 211,836 7,451 8,032 4,570 126円97銭



（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 

 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 

 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 

 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



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,217 25,933

受取手形及び営業未収入金 44,442 41,133

その他 5,487 3,236

貸倒引当金 △241 △260

流動資産合計 75,905 70,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,797 19,478

土地 10,729 10,799

その他（純額） 4,123 4,354

有形固定資産合計 33,650 34,631

無形固定資産   

のれん 375 126

その他 1,699 1,944

無形固定資産合計 2,075 2,071

投資その他の資産 7,205 9,894

固定資産合計 42,930 46,597

資産合計 118,836 116,640

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 20,553 19,528

短期借入金 9,756 11,955

未払法人税等 1,375 990

賞与引当金 1,637 1,589

役員賞与引当金 64 168

その他 8,343 7,800

流動負債合計 41,731 42,032

固定負債   

長期借入金 5,022 3,349

退職給付引当金 2,531 2,200

その他 871 1,020

固定負債合計 8,426 6,569

負債合計 50,157 48,602



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 60,841 57,496

自己株式 △1 △1

株主資本合計 72,923 69,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 173

為替換算調整勘定 △5,773 △4,127

評価・換算差額等合計 △5,762 △3,953

少数株主持分 1,518 2,413

純資産合計 68,679 68,038

負債純資産合計 118,836 116,640



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収入 94,741 132,912

営業原価 77,929 113,382

営業総利益 16,812 19,529

販売費及び一般管理費 14,039 14,586

営業利益 2,773 4,942

営業外収益   

受取利息 86 66

受取配当金 24 26

負ののれん償却額 17 17

為替差益 215 374

持分法による投資利益 － 15

雑収入 111 110

営業外収益合計 455 610

営業外費用   

支払利息 160 135

持分法による投資損失 113 －

雑支出 27 17

営業外費用合計 301 153

経常利益 2,927 5,399

特別利益   

固定資産売却益 6 －

投資有価証券売却益 － 741

負ののれん発生益 － 188

特別利益合計 6 929

特別損失   

固定資産除却損 15 －

投資有価証券評価損 30 －

固定資産売却損 － 26

ゴルフ会員権評価損 1 6

事業再編損 34 －

営業拠点閉鎖費用 213 －

特別損失合計 296 32

税金等調整前四半期純利益 2,637 6,296

法人税等 1,002 2,153

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,142

少数株主利益 158 185

四半期純利益 1,476 3,956



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 2,637 6,296

減価償却費 1,540 1,525

のれん償却額 24 27

負ののれん償却額 △17 △17

負ののれん発生益 － △188

賞与引当金の増減額（△は減少） △204 92

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △138 △100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 613 355

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 △24

受取利息及び受取配当金 △111 △92

支払利息 160 135

持分法による投資損益（△は益） 113 △15

固定資産売却損益（△は益） △6 26

固定資産除却損 15 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 30 △741

ゴルフ会員権評価損 1 6

売上債権の増減額（△は増加） 4,306 △5,456

仕入債務の増減額（△は減少） △2,256 2,485

その他 △446 649

小計 6,273 4,965

利息及び配当金の受取額 161 92

利息の支払額 △198 △171

独占禁止法関連損失の支払額 △1,494 －

法人税等の支払額 △1,351 △1,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,390 3,117

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 △98 △270

定期預金の払戻による収入 74 440

有形固定資産の取得による支出 △1,321 △807

有形固定資産の売却による収入 27 44

投資有価証券の取得による支出 △11 △33

投資有価証券の売却及び償還による収入 28 3,253

子会社株式の取得による支出 － △978

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 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △2,000

貸付けによる支出 △10 △1

貸付金の回収による収入 36 13

敷金及び保証金の差入による支出 △191 △130

敷金及び保証金の回収による収入 283 61

その他 △161 △172

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,459 △580



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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） △2,616 △388

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △61 △95

長期借入れによる収入 328 1,878

長期借入金の返済による支出 △540 △1,785

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △503 △611

少数株主への配当金の支払額 △177 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,571 △1,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,083 △1,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △556 482

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 25,348 25,527



該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント〕 

前第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） 

  

 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 
 43,598  11,746  8,440  23,441  7,515  94,741 －   94,741

（2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 399  1,371  255  362  153  2,543  △2,543 －  

計  43,998  13,118  8,695  23,803  7,669  97,285  △2,543  94,741

営業利益    

又は営業損失（△） 
 827  452  △250  1,467  307  2,804  △31  2,773

  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）  11,748  8,443  23,442  7,515  51,150

Ⅱ 連結営業収入（百万円）  －  －  －  －  94,741

Ⅲ 海外営業収入の連結営業収入

に占める割合（％） 
 12.4  8.9  24.7  7.9  54.0



〔セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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営業収入及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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△27百万円は、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  

  当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（重要な負ののれんの発生益）  

 「東南アジア」セグメントにおいて、連結子会社であるTKK LOGISTICS CO.,LTD.の少数株主が保有する株式

の20％を追加取得いたしました。当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結会計期間に

おいては188百万円であります。 

  

（追加情報） 

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

  

  

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 
 56,053  15,385 10,679 38,874 11,788 132,781 130  132,912 － 132,912

セグメント間

の内部営業収

入又は振替高 
 531  786 466 422 170 2,377 915  3,293 △3,293 －

計  56,585  16,172 11,145 39,296 11,959 135,159 1,046  136,205 △3,293 132,912

セグメント利益  1,193  969 258 1,811 631 4,863 106  4,970 △27 4,942



平成20年３月21日）を適用しております。  

  

（参考情報） 

 前第２四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報を、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） 

（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 
 43,598  11,570 8,568 23,441 7,386 94,565 176  94,741 － 94,741

セグメント間

の内部営業収

入又は振替高 
 399  478 258 345 150 1,632 1,076  2,708 △2,708 －

計  43,998  12,048 8,827 23,786 7,537 96,197 1,253  97,450 △2,708 94,741

セグメント利益

又は損失（△） 
 827  165 △242 1,468 300 2,518 286  2,804 △31 2,773

（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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