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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 153,363 90.6 2,538 △15.7 3,194 △8.6 1,787 △16.6

23年3月期第2四半期 80,467 53.9 3,011 ― 3,492 402.1 2,142 756.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 786百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △111百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 42.37 ―

23年3月期第2四半期 50.80 ―

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

24年3月期第2四半期 135,914 67,007 40.1 1,291.18
23年3月期 88,363 55,360 60.2 1,260.69

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  54,449百万円 23年3月期  53,164百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00

24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 319,000 98.4 7,650 54.6 8,400 38.4 4,100 13.2 97.23
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(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

※詳細は、添付資料Ｐ．６「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
※詳細は、添付資料Ｐ．６「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、添付資料Ｐ．５「１．当四
半期決算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

新規 7社 （社名） Yusen Logistics (UK) Ltd. 他６社 、 除外 1社 （社名） Yusen Air & Sea Service (France) S.A.S.

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 42,220,800 株 23年3月期 42,220,800 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 50,774 株 23年3月期 50,734 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 42,170,059 株 23年3月期2Q 42,170,364 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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、欧州においては、ギリシャを発端とする債務問題がイタリアやスペイン等へ

拡大することが懸念される等、金融市場の信用不安の高まりから成長は鈍化しました。米国においては、雇用市場

の改善が進まず、個人消費が低迷したこと等により景気は減速局面に入りました。アジアにおいては、中国を中心

とした新興国の成長に牽引され総じて堅調に推移しました。日本においては、東日本大震災による電力の供給不

足、サプライチェーンの途絶等が経済に大きな影響を与えましたが、夏場の電力不足の景気への影響が限定的なも

のに留まり、当第２四半期（３か月）に入り着実な回復の足取りを示しております。 

 国際物流市場は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの途絶により、アジア域内の部品物流が一時的に

停滞しましたが、当第２四半期（３か月）に入り、アジア発の貨物取扱いは回復へ向かいました。 

 当社グループにおいては、第１四半期は東日本大震災の影響により荷動きが停滞し、貨物取扱量が減少しました

が、当第２四半期（３か月）に入りアジア発を中心に貨物取扱量が緩やかながら回復の兆しを見せました。 

 また、平成22年12月22日付「日本郵船と郵船ロジスティクスの海外事業統合に関する基本契約の締結について」

でお知らせしました基本契約に基づき海外事業統合を進めており、当第２四半期までにアジアの一部法人を除き概

ね統合の手続きを完了しました。海外事業統合により、欧米を中心にロジスティクス事業の業容が拡大しました。

 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次のとおりとなりました。 

  

② セグメントの業績 

１．日本 

 航空フォワーディングにおける輸出貨物は、第１四半期においては東日本大震災の影響によりサプライチェー

ンが途絶し、荷動きが停滞したことにより、前年同四半期に比して取扱重量が減少しました。当第２四半期（３

か月）に入り、薄型テレビ関連品や電子・電気機器関連品等アジア向けの取扱いが回復してきたものの、当第２

四半期の取扱重量は、前年同四半期比12.0％の減少となりました。輸入貨物は、東日本大震災の影響による生産

の停滞や個人の消費マインドの低迷もあり、第１四半期における取扱件数は低調な滑り出しとなりました。当第

２四半期（３か月）に入り、アジア発の自動車関連部品、電子・電気機器関連品等に緩やかながら回復の兆しが

見られましたが、当第２四半期の取扱件数は、前年同四半期比12.4％の減少となりました。 

 海上フォワーディングは、昨年10月の日本における事業統合により業容が拡大しましたが、第１四半期におい

ては航空貨物と同様に東日本大震災の影響により自動車関連部品等の輸送が減少する等厳しい滑り出しとなりま

した。当第２四半期（３か月）においてはアジア向けを中心に取扱件数は徐々に増加し、当第２四半期の輸出入

取扱件数は前年同四半期比70.8％の増加となりました。 

 当第２四半期（３か月）においては日本発輸出航空貨物の荷動きが低調に推移しておりますが、貨物量と輸送

スペースとの需給関係によるスペースの逼迫感がなく、収益性は安定しております。 

 これらの結果、国内連結子会社を含めた営業収益は42,339百万円（前年同四半期比12.6％増）、セグメント利

益（営業利益）は266百万円（同51.5％減）となりました。 

  

２．米州 

 航空フォワーディングにおける輸出貨物は、第１四半期においては東日本大震災の影響もあり日本向けの取扱

量が一時的に減少したものの、アメリカンチェリーの出荷が堅調に推移しました。当第２四半期（３か月）に入

り、自動車関連部品や医療機器関連品の取扱い等があり、当第２四半期の取扱重量は前年同四半期比0.9％の増

加となりました。輸入貨物につきましては、米国の景気低迷を受け、荷動きは全般的に低調に推移しました。東

日本大震災後の需要回復が期待された自動車関連部品も回復が鈍く、当第２四半期の取扱件数は前年同四半期比

5.3％の減少となりました。 

１．当四半期決算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  153,363  80,467  72,896 ％ 90.6

営業利益  2,538  3,011  △473 ％ △15.7

経常利益  3,194  3,492  △298 ％ △8.6

四半期純利益  1,787  2,142  △355 ％ △16.6
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 海上フォワーディングは、統合による事業拡大に加え、機械や自動車関連部品等が堅調に推移しました。この

結果、輸出入取扱件数は前年同四半期比47.3％の増加となりました。 

 ロジスティクスは、事業統合により営業収益は大幅に増加しました。一方、米国の雇用環境は改善の兆しを見

せておらず、個人消費の低迷も足踏み状態が続いていることにより、中国をはじめとしたアジアからの小売業界

における輸入貨物の国内輸送への詰め替え作業や国内陸上輸送の需要が低迷を続けました。また、国内陸上輸送

に関しては、需給関係が引き締まったマーケットの中で、仕入コストの上昇が見られました。 

 また、事業の統合に伴い、人員を含めた一時的な固定費の増加もありましたが、組織運営の見直し等により固

定費削減に努めております。 

 これらの結果、営業収益は37,090百万円（前年同四半期比443.3％増）、セグメント損失（営業損失）は199百

万円（前年同四半期はセグメント利益364百万円）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80.24円、前年同四半期が89.69円であります。 

  

３．欧州 

 航空フォワーディングにおける輸出貨物は、第１四半期において東日本大震災の影響により日本向けの取扱い

が減少する等低調なものとなりました。当第２四半期（３か月）に入り、自動車関連部品を中心に取扱量が増加

しましたが、当第２四半期の取扱重量は、前年同四半期比4.3％の減少となりました。輸入貨物は、第１四半期

においてアジアからの家電製品や自動車関連部品の取扱いが減少する等、低調な滑り出しとなりました。当第２

四半期（３か月）に入り、自動車関連部品や電子・電気機器関連品等が一部回復傾向を示しているものの、昨年

の取扱いを牽引したアジア発の薄型テレビ関連品が在庫一巡により大幅に減少する等、当第２四半期における取

扱件数は前年同四半期比11.2％の減少となりました。 

 海上フォワーディングは、事業統合による業容の拡大で取扱いが増加し、第１四半期においてはアジア向けの

紙製品や化学品が、当第２四半期（３か月）においてはアジア発の消費財関連品や建設機械関連品の取扱いが伸

び堅調に推移しました。この結果、当第２四半期の輸出入取扱件数は前年同四半期比90.7％の増加となりまし

た。 

 ロジスティクスにつきましては、第１四半期では事業統合の影響もあり、クロスドックで取扱う貨物量やトラ

ックの輸送需要にも恵まれましたが、当第２四半期（３か月）では自動車関連部品等の取扱いが鈍化したことに

加え、バケーションといった季節要因もあり低調なものとなりました。 

 これらの結果、営業収益は38,571百万円（前年同四半期比427.8％増）、セグメント利益（営業利益）は521百

万円（同117.8％増）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115.76円、前年同四半期が114.92円であります。 

  

４．東アジア 

 航空フォワーディングにおける輸出貨物は、第１四半期においては東日本大震災の影響もあり自動車関連部品

を中心に日本向けの取扱いが減少する等、取扱重量は低迷しました。当第２四半期（３か月）においては、日本

向けや欧州向けの自動車関連部品の緊急輸送やアジア域内向けのデジタル家電品の取扱いが堅調に推移したもの

の、人民元高の影響もあり欧米向けの貨物取扱いは低調なものとなり、当第２四半期の取扱重量は前年同四半期

比21.0％の減少となりました。輸入貨物は、輸出貨物と同様に東日本大震災の影響により自動車関連部品の部材

供給が滞り低調に推移しました。当第２四半期（３か月）に入り自動車関連部品や半導体関連品の取扱いが増加

傾向を示したものの、本格的な回復には至りませんでした。この結果、当第２四半期の取扱件数は、前年同四半

期比10.8％の減少となりました。 

 海上フォワーディングは、当第２四半期（３か月）に入り薄型テレビ用のガラス基盤やＬＥＤ照明関連品等の

取扱いが比較的堅調に推移しました。この結果、輸出入取扱件数は前年同四半期比42.8％の増加となりました。

 ロジスティクスの取扱いは大きくないものの、震災の影響でストップしていた工場生産が再開し、中国国内の

自動車関連の部材供給が増加しました。 

 また、東アジアは、貨物量と輸送スペースとの需給関係により仕入運賃の上昇の影響を受けやすい市場であり

ますが、当第２四半期において輸送スペースに逼迫感はなく、安定した収益性を確保することができました。 

 これらの結果、営業収益は19,553百万円（前年同四半期比18.8％増）、セグメント利益（営業利益）は1,437

百万円（同42.7％増）となりました。 
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５．南アジア・オセアニア 

 航空フォワーディングにおける輸出貨物は、第１四半期において東日本大震災の影響を受けて自動車関連部

品、電子・電気機器関連品を中心に取扱いが減少しました。当第２四半期（３か月）に入り、自動車関連部品の

緊急出荷を手配する等順調に回復してきているものの、当第２四半期の取扱重量は、前年同四半期比6.8％の減

少となりました。輸入貨物も、輸出貨物と同様に第１四半期において東日本大震災の影響を受けたことにより取

扱いは低調なものとなりました。当第２四半期（３か月）に入り、アジア域内からの自動車関連部品の取扱いが

順調に増加しているものの、当第２四半期の取扱件数は、前年同四半期比7.4％の減少となりました。 

 海上フォワーディングは、当第２四半期（３か月）に入りベトナム発の自動車関連部品の取扱い等が堅調に推

移しました。この結果、輸出入取扱件数は前年同四半期比63.7％の増加となりました。 

 ロジスティクスは、日用雑貨や家電製品等の在庫・保管作業に加え、東日本大震災による生産停止や停滞の影

響を受けて減少した自動車関連部品の取扱いも回復してきました。 

 これらの結果、営業収益は17,601百万円（前年同四半期比27.1％増）、セグメント利益（営業利益）は599百

万円（同30.0％減）となりました。 

  

（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２四半期連結会計期間末における総資産は135,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ47,551百万円、 

53.8％の増加となりました。これは、現金及び預金が4,013百万円減少した一方で、受取手形及び営業未収入金が 

25,087百万円、有形固定資産が16,412百万円増加したことが主な要因です。 

 負債は68,907百万円となり、前連結会計年度末に比べ35,904百万円、108.8％の増加となりました。これは、  

支払手形及び営業未払金が11,538百万円、長期借入金が8,010百万円それぞれ増加したことが主な要因です。 

 純資産は利益剰余金の増加や為替換算調整勘定の減少等により67,007百万円となり、自己資本比率は40.1％となり

ました。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、942百万円の営業活動

による支出、9,025百万円の投資活動による支出、及び4,684百万円の財務活動による収入に、主に日本郵船株式会

社との海外物流事業統合による新規連結に伴う資金の期首残高増加額等を加味した結果、前連結会計年度末に比べ

2,966百万円減少し22,123百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの増減要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は942百万円（前年同四半期は1,203百万円の 

収入）となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益3,296百万円（前年同四半期比220百万円減）、減価償却費2,052百万円 

（同1,188百万円増）及びその他の増加額592百万円（前年同四半期はその他の減少額641百万円）を計上した一方

で、営業債務の減少額1,724百万円（前年同四半期は営業債務の増加額194百万円）及び営業債権の増加額3,389百

万円（前年同四半期比1,782百万円増）を計上したこと等によります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は9,025百万円（前年同四半期比8,952百万円

増）となりました。 

これは主に定期預金の払戻による収入1,641百万円（前年同四半期比115百万円減）を計上した一方で、子会社

株式の取得による支出6,897百万円及び事業譲受による支出2,361百万円を計上したこと等によります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は4,684百万円（前年同四半期は492百万円の 

支出）となりました。 

これは主に長期借入れによる収入4,000百万円を計上したこと等によります。  
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

① 当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）の連結業績予想に対する達成状況 

 平成23年７月29日に公表した連結業績予想に対する当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９

月30日）の達成状況は、下記のとおりとなりました。 

（単位：百万円未満四捨五入）

  

 当第２四半期は、第１四半期においては東日本大震災の影響があり荷動きは停滞しました。当第２四半期（３か

月）も、欧米経済の停滞の影響及び日本での円高の影響等により、前回発表時の予想に比して営業収益、営業利益

は減少しましたが、経常利益は為替差益の確保等により、予想どおりのものとなりました。また、四半期純利益は

当初予想していた少数株主利益が減少したことにより増加しました。 

  

② 通期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想 

 平成23年７月29日に公表した通期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想を下記のとおり修

正いたします。 

（単位：百万円未満四捨五入）

  

＜修正の理由＞ 

 下半期につきましては、日本やアジアの国際貨物の荷動きは、自動車関連部品等を中心に徐々に回復してくるも

のと思われます。一方、欧米においては債務問題や雇用問題による消費低迷等の影響もあり、当社グループを取巻

く環境は依然厳しい状況が続くものと思われます。 

 これらを踏まえ、通期の連結業績予想を上記のとおり修正いたします。 

 なお、長期化の様相を示しているタイの洪水の影響につきましても、今後の懸念材料の一つであります。 

  

  
当第２四半期 
連結累計期間実績 

第２四半期 
連結累計期間予想 

達成率 通期予想 達成率 

営業収益  153,363  162,000 ％ 94.7  338,000 ％ 45.4

営業利益  2,538  3,100 ％ 81.9  9,000 ％ 28.2

経常利益  3,194  3,200 ％ 99.8  9,100 ％ 35.1

四半期（当期）純利益  1,787  1,000 ％ 178.7  3,700 ％ 48.3

  
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23年７月29日発表) 

百万円 

 338,000

百万円 

 9,000

百万円 

 9,100

百万円 

 3,700

円 銭 

 87.74

 今回修正予想(B)  319,000  7,650  8,400  4,100  97.23

 増減額(B)-(A)  △19,000  △1,350  △700  400  －

 増減率 △5.6％ △15.0％ △7.7％ 10.8％  －

（参考）前期実績 

 （平成23年３月期）  160,788  4,947  6,068  3,621  85.85
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 平成23年７月29日付で「日本郵船と郵船ロジスティクスの海外事業統合に関する実施状況について(その２)」に

おいて公表しましたとおり、当社と日本郵船株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤泰三。以

下、日本郵船という。）は、物流事業の再編と統合を実施いたしました。日本郵船の連結子会社を存続会社とする

吸収合併及び株式交換による完全子会社化等の結果、以下の会社を当四半期連結累計期間において連結の範囲に含

めております。 

  

 ・Yusen Logistics (France) S.A.S. 

 ・Yusen Logistics (Italy) S.P.A. 

 ・Yusen Logistics (Belgium) N.V. 

 ・Yusen Logistics (UK) Ltd. 

 ・Yusen Logistics (Czech) s.r.o. 

 ・NYK LOGISTICS (AUSTRALIA) PTY.LTD. 

 ・Yusen Logistics (India) Ltd. 

  

 また、消滅会社であるYusen Air & Sea Service (France) S.A.S.を連結の範囲から除外しております。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・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。 

 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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,075 23,062

受取手形及び営業未収入金 30,169 55,256

貯蔵品 35 120

繰延税金資産 841 1,785

その他 2,958 6,892

貸倒引当金 △195 △725

流動資産合計 60,883 86,390

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,582 31,053

減価償却累計額 △8,711 △13,477

建物及び構築物（純額） 8,871 17,576

機械装置及び運搬具 1,015 8,726

減価償却累計額 △774 △6,336

機械装置及び運搬具（純額） 241 2,390

工具、器具及び備品 4,368 8,792

減価償却累計額 △3,185 △6,123

工具、器具及び備品（純額） 1,183 2,669

土地 6,716 10,625

建設仮勘定 5 168

有形固定資産合計 17,016 33,428

無形固定資産   

のれん 52 2,994

その他 1,048 2,796

無形固定資産合計 1,100 5,790

投資その他の資産   

投資有価証券 2,478 2,807

繰延税金資産 2,254 2,615

その他 4,940 5,211

貸倒引当金 △308 △327

投資その他の資産合計 9,364 10,306

固定資産合計 27,480 49,524

資産合計 88,363 135,914
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 15,328 26,866

短期借入金 － 2,899

未払法人税等 1,046 1,124

繰延税金負債 2 115

賞与引当金 1,615 1,542

役員賞与引当金 － 37

その他 4,547 17,146

流動負債合計 22,538 49,729

固定負債   

長期借入金 4,500 12,510

繰延税金負債 75 542

退職給付引当金 3,617 3,609

役員退職慰労引当金 356 335

独禁法関連引当金 1,728 1,728

負ののれん 2 0

その他 187 454

固定負債合計 10,465 19,178

負債合計 33,003 68,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,301 4,301

資本剰余金 4,812 4,733

利益剰余金 51,375 55,854

自己株式 △69 △69

株主資本合計 60,419 64,819

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 142 112

在外子会社の年金債務調整額 － 12

為替換算調整勘定 △7,397 △10,494

その他の包括利益累計額合計 △7,255 △10,370

少数株主持分 2,196 12,558

純資産合計 55,360 67,007

負債純資産合計 88,363 135,914

- 8 -

郵船ロジスティクス（株）（9370）平成24年３月期　第２四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収益 80,467 153,363

営業原価 62,377 128,437

営業総利益 18,090 24,926

販売費及び一般管理費 15,079 22,388

営業利益 3,011 2,538

営業外収益   

受取利息 59 71

受取配当金 21 59

為替差益 221 404

持分法による投資利益 140 211

負ののれん償却額 1 1

その他 71 193

営業外収益合計 513 939

営業外費用   

支払利息 12 132

固定資産除却損 3 19

その他 17 132

営業外費用合計 32 283

経常利益 3,492 3,194

特別利益   

投資有価証券売却益 13 38

貸倒引当金戻入額 22 －

会員権売却益 5 －

負ののれん発生益 － 129

特別利益合計 40 167

特別損失   

投資有価証券評価損 5 32

固定資産売却損 － 28

会員権評価損 0 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11 －

特別損失合計 16 65

税金等調整前四半期純利益 3,516 3,296

法人税等 1,104 1,155

少数株主損益調整前四半期純利益 2,412 2,141

少数株主利益 270 354

四半期純利益 2,142 1,787
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,412 2,141

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54 △30

為替換算調整勘定 △2,466 △4,599

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 17

在外子会社の年金債務調整額 － 59

持分変動差額 － 3,198

その他の包括利益合計 △2,523 △1,355

四半期包括利益 △111 786

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △286 1,868

少数株主に係る四半期包括利益 175 △1,082
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 3,516 3,296

減価償却費 864 2,052

固定資産売却損益（△は益） 1 △1

固定資産除却損 3 19

のれん償却額 3 158

持分法による投資損益（△は益） △140 △211

賞与引当金の増減額（△は減少） △159 △226

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 21 37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82 △32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 △22

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 49

受取利息及び受取配当金 △80 △130

支払利息 12 132

為替差損益（△は益） 12 5

投資有価証券評価損益（△は益） 5 32

会員権売却損益（△は益） △5 －

会員権評価損 0 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11 －

営業債権の増減額（△は増加） △1,607 △3,389

営業債務の増減額（△は減少） 194 △1,724

その他 △641 592

小計 2,066 642

利息及び配当金の受取額 79 173

利息の支払額 △12 △131

法人税等の支払額 △930 △1,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,203 △942

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 △1,102 △727

定期預金の払戻による収入 1,756 1,641

貸付けによる支出 △4,235 △109

貸付金の回収による収入 3,961 419

固定資産の取得による支出 △372 △1,603

固定資産の売却による収入 7 573

投資有価証券の取得による支出 △6 △132

子会社株式の取得による支出 － △6,897

会員権の売却による収入 6 －

事業譲受による支出 － △2,361

その他 △88 171

投資活動によるキャッシュ・フロー △73 △9,025
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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） △46 2,108

長期借入れによる収入 － 4,000

長期借入金の返済による支出 － △816

リース債務の返済による支出 △35 △120

配当金の支払額 △337 △379

少数株主への配当金の支払額 △74 △110

その他 △0 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △492 4,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,216 △1,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △578 △7,022

現金及び現金同等物の期首残高 16,740 25,089

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 4,056

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の期首残高増減額（△は減少）

△64 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,098 22,123
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△４百万円は、セグメント間取引消去であります。 

    ２．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。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△86百万円は、のれんの償却額等であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

   当社と日本郵船株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤泰三。）は、海外物流事業の

再編と統合を実施いたしました。これにより、前連結会計年度の末日に比して、当第２四半期連結会計期

間の「米州」及び「欧州」の資産の金額が著しく変動しております。当第２四半期連結会計期間の末日に

おける当該セグメントの資産の金額は、「米州」が21,585百万円（前連結会計年度比14,321百万円増）、

「欧州」が37,548百万円（前連結会計年度比26,370百万円増）であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
(注)２ 日本 米州 欧州 東アジア

南アジア・
オセアニア

合計 

営業収益                 

外部顧客への営業収益  37,502  6,453  6,826  15,935  13,751 80,467  － 80,467 

セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
 109  374  482  520  94  1,579  △1,579  －

計  37,611  6,827  7,308  16,455  13,845  82,046  △1,579  80,467

セグメント利益  549  364  239  1,007  856  3,015  △4  3,011

  

報告セグメント

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
(注)２ 日本 米州 欧州 東アジア

南アジア・
オセアニア

合計 

営業収益                 

外部顧客への営業収益  42,224  36,389  37,933  19,313  17,504 153,363  －  153,363

セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 
 115  701  638  240  97  1,791  △1,791  －

計  42,339  37,090 38,571  19,553  17,601  155,154  △1,791  153,363

セグメント利益又は損失（△）  266  △199  521  1,437  599  2,624  △86  2,538

（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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