
  

１．平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 ％ 

26年3月期第1四半期  38,481  12.3  1,131  △8.9  1,036  △3.9  2,254  662.5

25年3月期第1四半期  34,271  28.1  1,242  △26.4  1,078  △19.6  295  △83.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 4,235百万円 （ ％）－ 25年3月期第1四半期 232百万円 （ ％） △88.0

  
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 

26年3月期第1四半期  18  15 －   

25年3月期第1四半期  2  38 －   

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年3月期第1四半期  230,495  61,349  25.2

25年3月期  232,872  57,696  23.5

（参考）自己資本 26年3月期第1四半期 58,159百万円 25年3月期 54,766百万円 

  
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 

25年3月期 －       4 50 －     4 50  9 00 

26年3月期 －             

26年3月期（予想）     4 50 －     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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第2四半期（累計）  78,000  8.5  2,600  8.9  1,700  △7.9  3,600  287.9  28  99

通期  159,000  7.3  6,200  15.6  4,700  25.5  5,000  57.9  40  26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規    －  社  （社名）                        除外    －  社  （社名） 

  

  

（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） 26年3月期1Ｑ 124,415,013株 25年3月期 124,415,013株

②  期末自己株式数 26年3月期1Ｑ 223,601株 25年3月期 223,591株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Ｑ 124,191,415株 25年3月期1Ｑ 124,191,522株



（参考）平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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。 

  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 

第2四半期（累計）  38,000  0.3  1,100  △37.2  500  △63.3  3,100  692.4  24  96

通期  78,000  2.1  2,600  △15.8  1,300  △40.4  3,600  30.4  28  99
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安等を背景に米国を中心に輸出に持ち直しの動きが見られるよ

うになり、また、鉱工業生産指数も前月比プラス基調に転じつつあるなど、一部において自律的回復の兆しも見られる

ようになっております。 

 物流業界におきましては、１～３類倉庫の保管残高は安定的に推移しているものの入庫高、出庫高は前年同月比マイ

ナス基調が継続するなど、景気回復の効果が十分に波及しているとは言いがたい状況にあります。 

 こうした経済環境の中、当第１四半期連結累計期間の業績は、倉庫事業は荷役作業、一般貨物運送取扱などが堅調に

推移したことから増収となったものの、貨物が輻輳したことに伴う一時的コストの発生により減益となりました。港湾

運送事業は営業収益はほぼ横ばいで推移したものの、既存顧客船社の取扱が堅調に推移したことから増益となりまし

た。グローバルネットワーク事業は、円安による影響や、欧州での新規連結子会社の寄与、北米、北東アジア、東南ア

ジアの各地域における取扱量の増加などから増収増益となりました。国際輸送事業は北米向け取扱が堅調に推移したこ

となどから増収増益となり、航空事業は前第２四半期会計期間より統合した三井倉庫エクスプレス株式会社が寄与した

ことなどから増収増益となりました。ロジスティクスシステム事業は新規業務の受託等により増収となったものの初期

費用の発生等から減益となりました。ＢＰＯ事業は既存顧客のスポット業務取扱などから増収となったものの一時費用

の発生などから減益となりました。また、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施設を売却した

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 億 百万円増の 百万円、連結営業利益は同 億 百万円減の

百万円、連結経常利益は同 百万円減の 百万円となり、連結四半期純利益は同 億 百万円増の

百万円となりました。 

 当第１四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

42 10 384億81 1 10

11億31 41 10億36 19 58 22億54

  
当第１四半期 
（３ヶ月累計） 

第２四半期予想 
（３ヶ月累計） 

第２四半期連結 
累計期間予想 
（６ヶ月累計） 

通期予想 
（平成26年３月期） 

営業収益（百万円）  38,481  39,518  78,000  159,000

営業利益（百万円）  1,131  1,468  2,600  6,200

経常利益（百万円）  1,036  663  1,700  4,700

当期純利益（百万円）  2,254  1,345  3,600  5,000

  
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25年３月期） 

営業収益（百万円）  34,271  37,629  71,901  148,241

営業利益（百万円）  1,242  1,144  2,386  5,362

経常利益（百万円）  1,078  768  1,846  3,746

当期純利益（百万円）  295  632  928  3,166

  
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）  4,210  1,888  6,098  10,758

営業利益（百万円）  △110  323  213  837

経常利益（百万円）  △41  △104  △146  953

当期純利益（百万円）  1,958  713  2,671  1,833



  

（２）財政状態に関する説明 

(1)財政状態の変動状況 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、手元資金による長期借入金の削減等を行ったことなどから前連結会計

年度末比23億76百万円減少し、 百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上に加え、円安による為替換算調整勘定の増加等もあり、前連結会計年度末より36

億53百万円増加し、 百万円となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等

による資金留保などにより前年同期に比べ34億68百万円の収入の増加の 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、三宮駐車場など固定資産売却による収入があった一方、海外における倉

庫用地の取得や賃貸ビルの修繕に伴う支出等があったことから 円の支出となり、新規連結子会社の株式取得に

係る支出があった前年同期に比べ269億15百万円の支出の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金について借入による収入よりも返済による支出が大きかった

ことから 百万円の支出となり、社債発行、長短借入金が純増となった前年同期に比べ144億90百万円の収入

の減少となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末より35億77百万円減

の260億円となりました。 

  

(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１四半期では４倍

して算出しております。  

 ５．平成24年６月第１四半期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。   

  

2,304億95

613億49

26億8

25億

45億82

  
平成24年 
３月期 

平成24年６月 
第１四半期 

平成25年 
３月期 

平成25年６月 
第１四半期 

自己資本比率（％）  25.4  22.2  23.5  25.2

時価ベースの自己資本比率（％）  22.2  16.1  30.8  26.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 
 12.3  －  18.5  12.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ  6.7  －  4.9  8.7



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）の連結業績予想につきましては、平成25年５月27日開催の

取締役会において、資産の効率的活用及び財務体質の改善を図る観点から固定資産の売却を決議したことにより、当該

固定資産売却益を見込み、第２四半期連結累計期間及び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26年３月期 第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）連結業績予想] 

                                                                      （百万円）  

  

[平成26年３月期 通期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）連結業績予想] 

                                                                     （百万円）  

   
（参考） 

[平成26年３月期 第２四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）個別業績予想] 

                                                                      （百万円）  

  

[平成26年３月期 通期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）個別業績予想] 

                                                                      （百万円）  

   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  78,000  2,600  1,700  2,300 円 銭 18 52

 ②今回予想  78,000  2,600  1,700  3,600 円 銭 28 99

 ③増減額 ②－①  －  －  －  1,300 － 

 ④増減率 ③／① ％ － ％ － ％ － ％ 56.5 － 

 参考：前期実績  71,901  2,386  1,846  928 円 銭 7 47

   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  159,000  6,200  4,700  3,700 円 銭 29 79

 ②今回予想  159,000  6,200  4,700  5,000 円 銭 40 26

 ③増減額 ②－①  －  －  －  1,300  －

 ④増減率 ③／① ％ － ％ － ％ － ％ 35.1  －

 参考：前期実績  148,241  5,362  3,746  3,166 円 銭 25 49

   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  38,000  1,100  500  1,800 円 銭 14 49

 ②今回予想  38,000  1,100  500  3,100 円 銭 24 96

 ③増減額 ②－①  －  －  －  1,300 － 

 ④増減率 ③／① ％ － ％ － ％ － ％ 72.2 － 

 参考：前期実績  37,899  1,751  1,362  391 円 銭 3 15

   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  78,000  2,600  1,300  2,300 円 銭 18 52

 ②今回予想  78,000  2,600  1,300  3,600 円 銭 28 99

 ③増減額 ②－①  －  －  －  1,300  －

 ④増減率 ③／① ％ － ％ － ％ － ％ 56.5  －

 参考：前期実績  76,372  3,089  2,181  2,761 円 銭 22 24



（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,135 27,362

受取手形及び営業未収金 22,282 22,448

その他 8,748 7,439

貸倒引当金 △96 △99

流動資産合計 61,070 57,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 63,337 62,648

土地 47,615 48,926

その他（純額） 7,535 7,717

有形固定資産合計 118,488 119,291

無形固定資産   

のれん 24,655 24,220

その他 6,550 6,498

無形固定資産合計 31,206 30,719

投資その他の資産   

投資有価証券 13,559 14,229

その他 8,754 9,316

貸倒引当金 △206 △211

投資その他の資産合計 22,107 23,334

固定資産合計 171,802 173,345

資産合計 232,872 230,495

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 13,659 13,458

短期借入金 5,804 6,696

1年内返済予定の長期借入金 17,847 17,117

1年内償還予定の社債 6,000 6,000

未払法人税等 507 400

賞与引当金 1,864 1,015

その他 13,853 12,509

流動負債合計 59,536 57,197

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 52,497 48,587

退職給付引当金 3,828 3,865

その他 9,313 9,494

固定負債合計 115,639 111,948

負債合計 175,176 169,146



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 35,961 37,641

自己株式 △99 △99

株主資本合計 52,525 54,205

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,554 4,038

繰延ヘッジ損益 4 △0

為替換算調整勘定 △1,317 △84

その他の包括利益累計額合計 2,241 3,953

少数株主持分 2,929 3,189

純資産合計 57,696 61,349

負債純資産合計 232,872 230,495



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益   

倉庫保管料 4,124 4,386

倉庫荷役料 2,566 3,139

港湾作業料 5,418 5,435

運送収入 11,715 14,831

不動産収入 2,818 2,626

その他 7,627 8,061

営業収益合計 34,271 38,481

営業原価   

作業直接費 15,872 18,737

賃借料 2,970 3,252

減価償却費 1,322 1,453

給料及び手当 4,363 4,962

その他 5,446 5,342

営業原価合計 29,975 33,747

営業総利益 4,296 4,733

販売費及び一般管理費   

減価償却費 304 311

報酬及び給料手当 1,122 1,274

のれん償却額 332 452

その他 1,294 1,563

販売費及び一般管理費合計 3,053 3,602

営業利益 1,242 1,131

営業外収益   

受取利息 6 22

受取配当金 126 140

持分法による投資利益 6 89

受取補償金 200 －

その他 112 256

営業外収益合計 452 508

営業外費用   

支払利息 382 357

支払手数料 61 159

その他 172 86

営業外費用合計 616 603

経常利益 1,078 1,036



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 2,662

特別利益合計 － 2,662

特別損失   

支払補償金 128 －

投資有価証券評価損 89 －

その他 8 －

特別損失合計 226 －

税金等調整前四半期純利益 851 3,699

法人税等 559 1,268

少数株主損益調整前四半期純利益 292 2,430

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 176

四半期純利益 295 2,254



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 292 2,430

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △515 484

繰延ヘッジ損益 △1 △4

為替換算調整勘定 444 1,147

持分法適用会社に対する持分相当額 12 177

その他の包括利益合計 △59 1,804

四半期包括利益 232 4,235

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 200 3,967

少数株主に係る四半期包括利益 32 268



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 851 3,699

減価償却費 1,626 1,765

のれん償却額 332 452

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △844 △854

退職給付引当金の増減額（△は減少） △83 32

受取利息及び受取配当金 △133 △162

支払利息 382 357

持分法による投資損益（△は益） △6 △89

有形固定資産売却損益（△は益） △3 △2,674

投資有価証券評価損益（△は益） 89 －

有形固定資産除却損 1 1

売上債権の増減額（△は増加） △1,581 205

仕入債務の増減額（△は減少） △295 △421

その他 △29 700

小計 292 3,014

利息及び配当金の受取額 134 340

利息の支払額 △312 △298

法人税等の支払額 △973 △447

営業活動によるキャッシュ・フロー △859 2,608

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 △3,109 △3,941

有形固定資産の売却による収入 11 2,458

無形固定資産の取得による支出 △794 △162

投資有価証券の取得による支出 △96 △1

関係会社株式の取得による支出 △5,257 －

関係会社出資金の払込による支出 － △281

貸付けによる支出 △76 △78

貸付金の回収による収入 236 40

定期預金への振替による支出 △20 △788

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△19,662 －

その他 △647 253

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,416 △2,500



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

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 13,503 10,090

短期借入金の返済による支出 △13,585 △9,333

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 △3,305 △4,639

社債の発行による収入 10,000 －

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 △144 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,908 △4,582

現金及び現金同等物に係る換算差額 213 896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,154 △3,577

現金及び現金同等物の期首残高 51,934 29,577

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 3 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,784 26,000



  該当事項はありません。  

   

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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、情報システム事業、子

会社の金融事業等を含んでおります。 

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

部門に係る費用△ 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。

    

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 

倉庫 
事業 

港湾運送 
事業 

グローバルネット
ワーク事業 

国際輸送 
事業  

航空  
事業  

ロジスティクス
システム事業

営業収益             

(1）外部顧客への 

営業収益 
 11,389  3,764  2,784  1,310  2,644  7,996

(2）セグメント間の

内部収益又は振

替高 

 111  －  －  79  108  －

計  11,500  3,764  2,784  1,390  2,753  7,996

セグメント営業利益 

(又は営業損失) 
 797  164  (147)  47  67  73

  
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 
ＢＰＯ 
事業  

不動産 
事業 

営業収益             

(1）外部顧客への 

営業収益 
 1,504  2,818  58  34,271  －  34,271

(2）セグメント間の

内部収益又は振

替高 

 14  46  41  402  (402)  －

計  1,519  2,865  100  34,674  (402)  34,271

セグメント営業利益 

(又は営業損失) 
 114  1,790  (284)  2,623  (1,380)  1,242

1,380 332

1,048



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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、情報システム事業、子

会社の金融事業等を含んでおります。 

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

部門に係る費用△ 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 

   中期経営計画「ＭＯＶＥ２０１３」の下、物流事業の拡大、競争力の強化、サービス品質の向上、並びに企

業グループの更なる発展を目指し、当第１四半期連結会計期間から、組織改編を行っております。これに伴

い、「国内物流事業」から「倉庫事業」へ名称変更しております。また、「国際輸送事業」に含まれていた

「航空事業」について、中核事業の１つとして、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

   なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作

成し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 

倉庫 
事業 

港湾運送 
事業 

グローバルネット
ワーク事業 

国際輸送 
事業  

航空  
事業  

ロジスティクス
システム事業

営業収益             

(1）外部顧客への 

営業収益 
 11,628  3,725  3,815  1,654  5,321  7,851

(2）セグメント間の

内部収益又は振

替高 

 166  －  30  66  84  288

計  11,794  3,725  3,846  1,720  5,406  8,140

セグメント営業利益 

(又は営業損失) 
 702  230  (41)  59  725  (42)

  
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 
ＢＰＯ 
事業  

不動産 
事業 

営業収益             

(1）外部顧客への 

営業収益 
 1,730  2,605  148  38,481  －  38,481

(2）セグメント間の

内部収益又は振

替高 

 27  171  26  861  (861)  －

計  1,757  2,777  174  39,343  (861)  38,481

セグメント営業利益 

(又は営業損失) 
 64  1,598  (481)  2,814  (1,682)  1,131

1,682 452

1,230

（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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５．補足情報

１．経営成績の概要（連結）              （単位：百万円） 

  

第１四半期（４月１日～６月30日） 通期（４月１日～３月31日） 

25年３月期 26年３月期 
増減 25年３月期 26年３月期 増減 

金額 率（％） 実績 予想 金額 率（％） 

営業収益  34,271  38,481  4,210  12.3  148,241  159,000  10,758  7.3

営業利益  1,242  1,131    △110  △8.9  5,362  6,200  837  15.6

経常利益  1,078  1,036  △41  △3.9  3,746  4,700  953  25.5

四半期（当期）純利益  295  2,254  1,958  662.5  3,166  5,000  1,833  57.9

２．財政状態（連結）     （単位：百万円） 

    
25年３月末 25年６月末 

増減 

    金額 率（％） 

自己資本  54,766  58,159  3,393  6.2

総資産  232,872  230,495  △2,376  △1.0

自己資本比率 ％ 23.5 ％ 25.2 ＋ ポイント1.7  7.3

Ｄ/Ｅレシオ  2.41  2.21  △0.21  △8.5

３．減価償却の状況（連結）       （単位：百万円） 

  前年同期  当第１四半期 増減 25年３月期

減価償却費  1,626  1,765  138  6,862

４．有利子負債残高（連結）    （単位：百万円） 

  25年３月末 25年６月末 増減 

社債  56,000  56,000  －

借入金  76,148  72,402  △3,746

合計  132,148  128,402  △3,746

現金及び預金  30,135  27,362  △2,772



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１四半期

累計期間実績

26年３月期 25年３月期

実績    実績 予想 

倉庫事業  11,500  11,794  47,200  45,578

港湾運送事業  3,764  3,725  15,000  14,580

グローバル 

ネットワーク事業  
 2,784  3,846  17,000  13,695

国際輸送事業   1,390  1,720  6,200  5,785

航空事業   2,753  5,406  22,600  19,872

ロジスティクス 

システム事業 
 7,996  8,140  35,400  33,071

ＢＰＯ事業  1,519  1,757  7,000  5,923

不動産事業  2,865  2,777  11,000  11,397

その他  100  174  600  527

合計   34,674  39,343  162,000  150,431

調整額  △402  △861  △3,000  △2,190

四半期連結損益計算書

計上額 
 34,271  38,481  159,000  148,241

 <営業利益>        （単位：百万円） 

  前年同期 当第１四半期

累計期間実績

26年３月期 25年３月期

実績    実績 予想 

倉庫事業  797  702  3,300  2,937

港湾運送事業  164  230  800  583

グローバル 

ネットワーク事業  
 △147  △41  400  △95

国際輸送事業   47  59  200  194

航空事業   67  725  2,100  1,542

ロジスティクス 

システム事業 
 73  △42  1,100  841

ＢＰＯ事業  114  64  400  239

不動産事業  1,790  1,598  6,400  7,080

その他  △284  △481  △2,000  △1,708

合計   2,623  2,814  12,700  11,615

調整額  △1,380  △1,682  △6,500  △6,252

四半期連結損益計算書

計上額 
 1,242  1,131  6,200  5,362
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