
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （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  53,877  13.2  3,325  △0.7  2,533  3.2  2,587  84.6

23年3月期第2四半期  47,613  10.1  3,347  13.3  2,454  12.8  1,401  69.6

（注）  包括利益 24年3月期第2四半期 2,421百万円 ( ％)724.7 23年3月期第2四半期 293百万円 ( ％)－

  
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  20  84     － 

23年3月期第2四半期  11  29   － 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年3月期第2四半期  186,766  51,827  27.3

23年3月期  184,035  49,967  26.8

（参考）自己資本 24年3月期第2四半期 51,070百万円 23年3月期 49,255百万円 

  
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

23年3月期  －   4 50 －    4  50 9 00

24年3月期  －   4 50   

24年3月期（予想）   －  4  50 9 00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  110,000  13.7  7,300  11.5  5,700  19.4  3,400  34.2  27  38

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



４．その他 

新規    －社  （－）        除外    －社  （－） 

  

  

（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、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本発表資料の中で、予想、見通し、目標といった歴史的事実でない数値につきましては、現時点で入手可能な情報及

び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前提に算出したものであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があ

ります。業績予想に関する事項につきましては、4ページをご参照ください。 

  

（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） 
：無     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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 124,415,013株 23年3月期 124,415,013株

②  期末自己株式数 24年3月期2Ｑ 222,430株 23年3月期 221,654株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Ｑ 124,193,166株 23年3月期2Ｑ 124,193,593株



（参考）平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 

     ２．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前提に算出したも

のであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。 

  

  （％表示は、対前期増減率）

  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  75,000  2.9  5,000  5.2  4,000  18.6  2,300  64.7  18  52
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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におけるわが国経済は、４月以降前月比プラスを継続していた鉱工業生産指数が９月に

マイナスに転じ、また、輸出も東日本大震災の影響に加え、海外経済の回復の遅れなどから伸び悩むなど、依然、厳

しい状況が続いております。 

物流業界におきましても、１～３類倉庫の所管面積、保管残高の前年比マイナスが継続する中、競争の激化や顧客

の継続的なコスト削減の取り組みもあり、引き続き厳しい状況で推移しております。 

こうした経済環境の中、当第２四半期連結累計期間の業績は、物流においては、国内物流事業は保管残高や国内運

送の取扱が回復したことから増収増益となり、また、港湾運送事業も前期における新規船社獲得が寄与したことなど

から増収増益となりました。グローバルネットワーク事業は北米並びに北東アジア地域での取扱量の減少から全体と

して減収減益となり、航空事業は前期に全株式を取得した株式会社三井倉庫エアカーゴが通期で業績に寄与したこと

から大幅な増収増益となりました。一方、不動産事業においては、前期に資産効率改善の観点から賃貸ビルを売却し

たことから減収減益となりました。 

これらの結果、連結営業収益は前年同期比６２億６３百万円増の５３８億７７百万円、連結営業利益は同２１百万

円減の３３億２５百万円、連結経常利益は同７９百万円増の２５億３３百万円となりました。また、連結四半期純利

益は、資産効率改善の観点から固定資産の売却を行ったことなどから同１１億８６百万円増の２５億８７百万円とな

りました。 

当第２四半期連結累計期間の業績の推移並びに通期見通し及び前期実績との比較は以下のとおりです。 

  

 （当連結累計期間） 

 （前連結累計期間） 

 （前期比較） 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
第１四半期 

（３ヶ月累計） 
当第２四半期 

（３ヶ月累計） 

当第２四半期 
連結累計期間 

（６ヶ月累計） 

通期予想 
（平成24年３月期） 

営業収益（百万円）  26,762  27,114  53,877  110,000

営業利益（百万円）  1,686  1,638  3,325  7,300

経常利益（百万円）  1,340  1,193  2,533  5,700

当期純利益（百万円）  1,791  796  2,587  3,400

  
前第１四半期 

（３ヶ月累計） 
前第２四半期 

（３ヶ月累計） 

前第２四半期 
連結累計期間 

（６ヶ月累計） 

前通期 
（平成23年３月期） 

営業収益（百万円）  23,670  23,943  47,613  96,766

営業利益（百万円）  1,732  1,615  3,347  6,548

経常利益（百万円）  1,306  1,148  2,454  4,772

当期純利益（百万円）  549  851  1,401  2,534

  
第１四半期 

（３ヶ月累計） 
第２四半期 

（３ヶ月累計） 

第２四半期 
連結累計期間 

（６ヶ月累計） 
通期 

営業収益（百万円）  3,092  3,170  6,263  13,233

営業利益（百万円）  △45  23  △21  751

経常利益（百万円）  34  44  79  927

当期純利益（百万円）  1,241  △55  1,186  865



  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、利益剰余金の積上げによる現金及び預金等の増加などにより、全体と

しては前連結会計年度末比２７億３１百万円増加し、１，８６７億６６百万円になりました。 

純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末比１８億６０百万円増の５１８億２７百万円となり

ました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、４９億９９百万円の収入となり、前年同期

との比較では税金等調整前四半期純利益の増加等により６億９６百万円の収入増となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が増加したことにより１３億１９百万円

の収入（前年同期は１５６億６０百万円の支出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により５億８６百万円の支出（前年同期は１６４億１

６百万円の収入）となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より５７億６０百万

円増の２３１億２２百万円となりました。 

(3)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ３．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しており

ます。 

 ４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、キャッシュ・フローを年額に換算するため第２四半期では２倍

して算出しております。  

  

  
平成22年 
３月期 

平成22年９月 
第２四半期 

平成23年 
３月期 

平成23年９月 
第２四半期 

自己資本比率（％）  28.9  26.2  26.8  27.3

時価ベースの自己資本比率（％）  25.6  20.5  21.9  20.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 
 9.4  13.1  13.4  10.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ  6.7  5.9  5.3  6.7



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想につきましては、昨今の国内外の情勢を踏

 まえ、景気回復の遅れを前提に見直しを行った結果、平成23年８月４日に公表した通期の連結業績予想を下記のとおり

 見直しております。 

  

[平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）連結業績予想] 

                                                                      （百万円）  

  
（参考） 

[平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）個別業績予想] 

                                                                      （百万円）  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

   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  

 ①前回予想  111,000  7,500  6,100  3,600 円 銭 28 99

 ②今回予想  110,000  7,300  5,700  3,400 円 銭 27 38

 ③増減額 ②－①  △1,000  △200  △400  △200  －

 ④増減率 ③／① ％ △0.9 ％ △2.7 ％ △6.6 ％ △5.6  －

 参考：前期実績  96,766  6,548  4,772  2,534 円 銭 20 40

   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  

 ①前回予想  74,000  5,300  4,500  2,400 円 銭 19 32

 ②今回予想  75,000  5,000  4,000  2,300 円 銭 18 52

 ③増減額 ②－①  1,000  △300  △500  △100  －

 ④増減率 ③／① ％ 1.4 ％ △5.7 ％△11.1 ％ △4.2  －

 参考：前期実績  72,917  4,753  3,372  1,396 円 銭 11 24

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 17,580 23,456

受取手形及び営業未収金 14,851 14,414

その他 5,143 4,767

貸倒引当金 △35 △35

流動資産合計 37,540 42,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 64,535 62,630

土地 51,291 51,181

その他（純額） 5,532 5,535

有形固定資産合計 121,359 119,346

無形固定資産   

のれん 2,932 2,784

その他 5,416 5,488

無形固定資産合計 8,348 8,272

投資その他の資産   

投資有価証券 11,164 10,546

その他 5,717 6,094

貸倒引当金 △95 △95

投資その他の資産合計 16,786 16,544

固定資産合計 146,495 144,164

資産合計 184,035 186,766

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,632 7,219

短期借入金 965 1,025

1年内返済予定の長期借入金 17,705 17,691

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払法人税等 1,656 1,595

賞与引当金 1,511 1,614

その他 6,835 8,069

流動負債合計 41,308 42,216

固定負債   

社債 36,000 36,000

長期借入金 48,834 48,827

退職給付引当金 2,289 2,241

その他 5,636 5,654

固定負債合計 92,760 92,723

負債合計 134,068 134,939



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,100 11,100

資本剰余金 5,563 5,563

利益剰余金 32,968 34,997

自己株式 △98 △99

株主資本合計 49,533 51,562

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,002 1,735

為替換算調整勘定 △2,280 △2,228

その他の包括利益累計額合計 △278 △492

少数株主持分 711 757

純資産合計 49,967 51,827

負債純資産合計 184,035 186,766



（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   

倉庫保管料 6,194 6,413

倉庫荷役料 4,009 3,985

港湾作業料 10,471 10,535

運送収入 14,308 19,875

不動産収入 6,144 5,981

その他 6,485 7,084

営業収益合計 47,613 53,877

営業原価   

作業直接費 19,803 23,941

賃借料 3,284 3,404

減価償却費 3,006 3,018

給料及び手当 6,731 7,385

その他 8,018 8,571

営業原価合計 40,845 46,321

営業総利益 6,768 7,555

販売費及び一般管理費   

減価償却費 326 351

報酬及び給料手当 1,507 1,628

その他 1,586 2,249

販売費及び一般管理費合計 3,420 4,229

営業利益 3,347 3,325

営業外収益   

受取利息 17 15

受取配当金 116 125

持分法による投資利益 39 12

受取補償金 － 73

その他 186 136

営業外収益合計 359 363

営業外費用   

支払利息 781 757

その他 471 398

営業外費用合計 1,253 1,155

経常利益 2,454 2,533



（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) 

特別利益   

固定資産売却益 243 2,440

その他 － 5

特別利益合計 243 2,445

特別損失   

本社移転費用 － 402

投資有価証券評価損 197 149

固定資産除却損 327 11

その他 95 2

特別損失合計 620 565

税金等調整前四半期純利益 2,077 4,413

法人税等 678 1,789

少数株主損益調整前四半期純利益 1,399 2,623

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 36

四半期純利益 1,401 2,587



（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 1,399 2,623

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △938 △266

為替換算調整勘定 △151 70

持分法適用会社に対する持分相当額 △15 △6

その他の包括利益合計 △1,105 △202

四半期包括利益 293 2,421

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 299 2,373

少数株主に係る四半期包括利益 △6 47



（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 2,077 4,413

減価償却費 3,333 3,370

のれん償却額 － 147

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 5 102

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 △47

受取利息及び受取配当金 △134 △141

支払利息 781 757

持分法による投資損益（△は益） △39 △12

有形固定資産売却損益（△は益） △256 △2,457

有形固定資産除却損 57 30

投資有価証券評価損益（△は益） 197 149

売上債権の増減額（△は増加） △426 475

仕入債務の増減額（△は減少） 256 △439

その他 218 459

小計 6,074 6,807

利息及び配当金の受取額 160 149

利息の支払額 △733 △750

法人税等の支払額 △1,198 △1,206

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,302 4,999

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 △15,691 △1,354

有形固定資産の売却による収入 651 3,271

無形固定資産の取得による支出 △556 △446

投資有価証券の取得による支出 △4 △2

貸付けによる支出 △109 △111

貸付金の回収による収入 49 74

その他 － △111

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,660 1,319

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,814 1,739

短期借入金の返済による支出 △1,896 △1,700

長期借入れによる収入 4,567 7,000

長期借入金の返済による支出 △7,495 △7,021

社債の発行による収入 20,000 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △558 △558

その他 △13 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,416 △586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △104 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,954 5,760

現金及び現金同等物の期首残高 16,115 17,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,070 23,122



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）  

     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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない収益を得る事業活動であり、子会社の金融事業、施

設管理事業、情報システム事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント営業利益（又は営業損失）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。

   

（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  

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 

国内物流 
事業 

港湾運送 
事業 

グローバ
ルネット
ワーク 
事業 

航空 
事業 

その他 
物流事業

不動産 
事業 

営業収益                     

(1）外部顧客への 

  営業収益 
 22,453  6,488  6,388  672  5,336  6,144  130  47,613  －  47,613

(2）セグメント間

の内部収益又

は振替高 

 12  －  －  －  5  126  56  199  (199)  －

計  22,465  6,488  6,388  672  5,341  6,270  186  47,813  (199)  47,613

セグメント営業

利益(又は営業損

失) 

 1,471  428  29  (38)  (115)  3,823  (498)  5,100 (1,752)  3,347



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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない収益を得る事業活動であり、子会社の金融事業、施

設管理事業、情報システム事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△2,271百万円は、のれんの償却額△147百万円、連結財務諸表提出会社の管理

部門に係る費用△2,123百万円であります。 

３．セグメント営業利益（又は営業損失）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．報告セグメントの変更等に関する事項 

   第１四半期連結会計期間から、前連結会計年度において「その他物流事業」に含まれていた「航空事業」

について量的な重要性が増したため、区分掲記しております。また、本年４月より各事業を構成する業務範

囲の見直しを行っております。 

   前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分、並

びに事業を構成する業務範囲に基づき組替えたものを開示しております。 

  

該当事項はありません。  

  

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 

国内物流 
事業 

港湾運送 
事業 

グローバ
ルネット
ワーク 
事業 

航空 
事業 

その他 
物流事業

不動産 
事業 

営業収益                     

(1）外部顧客への

営業収益 
 22,783  7,128  6,074  6,326  5,461  5,981  122  53,877  －  53,877

(2）セグメント間

の内部収益又

は振替高 

 56  －  －  143  10  107  78  396  (396)  －

計  22,839  7,128  6,074  6,469  5,471  6,088  201  54,273  (396)  53,877

セグメント営業

利益(又は営業損

失) 

 1,717  556  (33)  205  (56)  3,648  (440)  5,597 (2,271)  3,325

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  

平成24年３月期 第２四半期決算参考資料  

   

  

  

  

  

  

４．補足情報

１．経営成績の概要（連結）              （単位：百万円） 

  

第２四半期（４月１日～９月30日） 通期（４月１日～３月31日） 

23年３月期 24年３月期 
増減 23年３月期 24年３月期 増減 

金額 率（％） 実績 予想 金額 率（％） 

営業収益  47,613  53,877  6,263  13.2  96,766  110,000  13,233  13.7

営業利益  3,347  3,325    △21  △0.7  6,548  7,300  751  11.5

経常利益  2,454  2,533  79  3.2  4,772  5,700  927  19.4

四半期（当期）純利益  1,401  2,587  1,186  84.6  2,534  3,400  865  34.2

２．財政状態（連結）     （単位：百万円） 

    
23年３月末 23年９月末 

増減 

    金額 率（％） 

自己資本  49,255  51,070  1,814  3.7

総資産  184,035  186,766  2,731  1.5

自己資本比率 ％ 26.8 ％ 27.3 ＋ ポイント0.6  2.2

Ｄ/Ｅレシオ  2.20  2.13  △0.08  △3.5

３．減価償却の状況（連結）       （単位：百万円） 

  前年同期  当第２四半期 増減 23年３月期

減価償却費  3,333  3,370  37  6,908

４．有利子負債残高（連結）    （単位：百万円） 

  23年３月末 23年９月末 増減 

社債  41,000  41,000  －

借入金  67,505  67,543  38

合計  108,505  108,543  38

現金及び預金  17,580  23,456  5,875



５．セグメント情報（連結） 

  

  

 <営業収益>        （単位：百万円） 

  前年同期 当第２四半期

累計期間実績

24年３月期 23年３月期

実績    実績 予想 

国内物流事業  22,465  22,839  46,000  44,259

港湾運送事業  6,488  7,128  14,000  13,229

グローバルネットワー

ク事業  
 6,388  6,074  13,000  13,066

航空事業   672  6,469  13,000  2,726

その他物流事業  5,341  5,471  12,000  10,931

不動産事業  6,270  6,088  12,000  12,538

その他  186  201  400  472

合計   47,813  54,273  110,400  97,224

調整額  △199  △396  △400  △458

四半期連結損益計算書

計上額 
 47,613  53,877  110,000  96,766

 <営業利益>       （単位：百万円） 

  前年同期 当第２四半期

累計期間実績

24年３月期 23年３月期

実績    実績 予想 

国内物流事業  1,471  1,717  3,700  2,812

港湾運送事業   428  556  1,100  896

グローバルネットワー

ク事業  
 29  △33  100  118

 航空事業  △38 205  400  △31

その他物流事業  △115  △56  300  △295

不動産事業   3,823  3,648  7,200  7,522

その他  △498  △440  △1,000  △932

合計  5,100  5,597  11,800  10,090

調整額  △1,752  △2,271  △4,500  △3,542

四半期連結損益計算書

計上額 
 3,347  3,325  7,300  6,548
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