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１．18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） [単位：百万円未満切捨]
(1)　連結経営成績

％ ％ ％
18年3月期 16.0 5.3 5.8
17年3月期 25.9 30.8 27.1

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年3月期 1,277 12.4 122 14 121 78
17年3月期 1,137 28.4 107 80 107 36

（注）1.持分法投資損益　　　　18年3月期      0百万円 　17年3月期     1百万円　
　　　2.期中平均株式数（連結）18年3月期 10,283,723株   17年3月期 10,266,364株　
      3.会計処理の方法の変更　　無
      4.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 円 銭
18年3月期 02
17年3月期 68

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 10,287,956株　17年3月期 10,280,956株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円
18年3月期 1,682 2,385
17年3月期 2,168 2,260

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
　　　連結子会社数　6社　　持分法適用非連結子会社数　なし　　持分法適用関連会社数　１社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
　　　連結（新規）　1社　（除外）　なし　　持分法（新規）　なし　（除外）　なし

２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

中　間　期
通　　　期

（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）　138円　29銭
　　　　　営業利益　(中間期)　1,070百万円　（通期）　2,538百万円
※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する
事項につきましては、添付資料の６ページをご参照ください。

キャッシュ・フロー

当 期 純 利 益 1 株 当 た り当 期 純 利 益

株 主 資 本

18,004 8,097

潜在株式調整後
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

総 資 産

620

投資活動による 財務活動による

△ 921 △ 638
百万円

現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高

51,812 2,529 1,443

△ 957 △ 668

当期純利益売上高 経常利益
百万円 百万円

経　常　利　益

平成18年5月11日

676

％
１株当たり株主資本

12.8

百万円
2,186
2,066

平成18年5月11日

役職名

売　上　高 営　業　利　益

役職名

百万円

営業活動による

16,138 6,987

25,271 1,070

2,076

43.3

株主資本比率

17.5 13.7
16.9

45.0 785

百万円

5.0

売 上 高
経 常 利 益 率

総 資 本
経 常 利 益 率

株 主 資 本
当期純利益率

47,800

4.6

百万円
2,187

41,223
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１．企業集団の状況１．企業集団の状況１．企業集団の状況１．企業集団の状況

　　当社グループは、当社（トランコム株式会社）、連結子会社６社および持分法適用会社である

　関連会社１社により構成されております。当社グループは、得意先およびグループ会社に対して

　輸送、保管、荷役、情報処理などの、物流における包括的なサービスを提供することを主たる業

　務にしております。

　　当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであ

　ります。

　以上を事業系統図によって示すと次のとおりであり、矢印の方向に役務の提供を行っております。
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事　業　区　分 事　業　内　容 会　社　名

 ロジスティクスマネジメント事業 顧客企業の物流機能の一括受託
物流センターの運営

 当社
 ㈱アクシス

 物流情報サービス事業 空車情報と荷物情報のマッチング  当社

 貨物運送事業 輸送業務
 当社
 湖栄運送㈱
 ㈱ジージェイライン

 自動車整備事業 車輌の整備および損害保険の代理店業務  メカノス㈱

 アウトソーシング事業 インターネット事業、ソリューション事業
業務請負事業、人材派遣事業

 ㈱トラフィックアイ
 ㈱シー・アンド・シー
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２．経営方針２．経営方針２．経営方針２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社グループは、企業理念を「環境にやさしい理想の物流社会の創造に貢献します。」と定め、

「コラボレーターとして、お客様の最適物流システムの構築に貢献します。」を経営基本方針と

して掲げております。

　当社グループは、この企業理念、経営方針のもと、コラボレーター（協働者）として顧客企業

との新しい関係に立ち、顧客企業の物流システム全体の最適化実現に努めております。

　また、株主をはじめとした広範なステークホルダー（利害関係者）に対して、常に正確で必要

な情報開示を行い透明性の高い企業経営を目指しております。

（２）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主への利益還元を重要課題として位置付けており、安定的な配当水準の維

持と業績の伸長に沿った適正な利益配分の継続を基本方針としております。また、一方で将来に

わたる企業体質の強化に備え内部留保も勘案しつつ利益配分を行い、内部留保金は事業展開等に

有効に活用する予定であります。

  当期の利益配当金につきましては、１株につき23円（前期比３円増配）を予定しております。

（３）目標とする経営指標

　当社グループは、事業規模の拡大により業界内の優位性を得るための指標として、売上高、

および安定的な収益力を確立するための指標として、営業利益、営業利益率、そして長期経営計

画の進捗状況としてのエリア別売上高を経営指標として掲げております。

　長期経営計画としては、関東圏・中部圏・関西圏に物流拠点の基盤を構築し、売上高1,000億

円、営業利益60億円、営業利益率６％を目指しております。またエリア別売上高は関東圏300億

円、中部圏400億円、関西圏200億円、その他100億円を目標として掲げております。
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（４）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、関東圏・中部圏・関西圏という国内主要マーケットでの事業展開を拡充する

ことにより売上高1,000億円企業を目指し、日本を代表する物流企業になるという長期経営計画

を当期新たに掲げております。この長期経営計画を達成すべく、意思決定・監督機能と業務執行

機能を分離し健全な企業統治を行うとともに、執行体制の確立と経営の強化のため、執行役員制

度を導入いたしております。

　平成20年３月期を最終年度とする中期経営計画では、次のようなセグメント別・エリア別の売

上高・利益目標を掲げ、またロジスティクスマネジメント事業（３ＰＬ事業）、物流情報サービ

ス事業（求貨求車事業）をコアビジネスとして位置付けております。セグメント別事業戦略の売

上高目標として、ロジスティクスマネジメント事業190億円、物流情報サービス事業310億円、貨

物運送事業100億円、アウトソーシング事業など40億円を目指し、グループ全体での営業利益は

33億円を目標とします。エリア別事業戦略の売上高目標として、関東圏180億円、中部圏290億円、

関西圏90億円、その他の地域80億円を目標とし、特に関東圏・関西圏での事業拡大に注力します。

　当連結会計期間のロジスティクスマネジメント事業におきましては、当期10月に埼玉県加須市

内に加須ロジスティクスセンターを竣工、および同月に戸田事業所を開設しております。関東圏

での事業を拡大するとともに、顧客企業へ提供する物流サービスの品質向上を最優先し、受注処

理から庫内センター業務・配送管理まで、顧客企業の物流アウトソーシング戦略をフルサポート

することで付加価値の高い物流サービスを提供します。

　また、物流情報サービス事業におきましては、全国8,200社の協力輸送会社の車輌運行情報と、

顧客企業の荷物情報を、当社グループ独自の情報システムを活用してマッチングしております。

当期新たに３拠点開設し、全国16ヶ所に展開した情報センターの各々を拡充し、情報収集能力を

強化いたします。

　各々のセグメントの強化を通じ、企業価値の最大化を図ってまいります。

（５）会社の対処すべき課題
　当社グループは、ここ数年の急激な業容の拡大により、人材の育成、組織力の強化が急務とな
っております。このため、積極的な人材登用、責任と権限の委譲、業績と貢献度に連動した人事
制度等により、人材の層を厚くし、今後の事業展開に備えます。
　また、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスにも留意し、社会的責任を果たし、内部
統制システムを再構築し、誠実な企業経営を進めてまいります。
　平成18年４月１日に施行された改正省エネルギー法への対応および、環境問題への対策といた
しまして、当社グループではＣＮＧ車（天然ガス自動車）、ＬＰＧ車の導入を進めておりますが､
ＮＯｘ・ＰＭ法の施行に伴うトラック代替費用の発生によるコストの集中化も予想されるため、
一部車輌のリース化を実施しております。

（６）親会社等に関する事項
　当社は親会社等を有しておりません。
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３．経営成績及び財政状況３．経営成績及び財政状況３．経営成績及び財政状況３．経営成績及び財政状況

（１）経営成績

　当連結会計年度における国内経済を見ますと、原油の高騰など不安材料はあるものの、雇用環境や、

個人消費も底入れし緩やかに景気回復の兆しが見えてまいりました。当物流業界におきましては、

依然として顧客企業からの企業間競争の激化を背景とした物流費低減要求が強い状況となってお

ります。特にロジスティクスマネジメント事業、物流情報サービス事業に注力し、新規顧客の開

拓、拠点の増設、品質・生産性の向上に努めております。

　当社グループの当連結会計年度の主な動きは以下のとおりであります。

平成17年５月 三重県桑名市に桑名事業所を開設

平成17年７月 千葉県船橋市に千葉情報センター、滋賀県草津市に滋賀情報センターを開設

平成17年８月 大阪市にコープ宅配大阪営業所を開設

平成17年10月 埼玉県加須市に加須ロジスティクスセンターを開設

　　　　　　　　　 　　　　埼玉県戸田市に戸田事業所を開設

　　 　　　　　　　　　　　大阪市に大阪第２情報センターを開設

平成17年12月 貨物運送事業を行う、株式会社ジージェイラインが営業開始

　以上の結果、当連結会計年度の営業収入は478億円（前期比 16.0%増）、営業利益は21億８千

７百万円（同 5.3%増）、経常利益は21億８千６百万円（同 5.8%増）、当期純利益は12億７千

７百万円（同 12.4%増）となりました。

　なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

ロジスティクスマネジメント事業
営業収入　　 129億２千５百万円（前期比 　12.6％増）
営業総利益　　11億７千５百万円（前期比 　 2.6％増）
営業利益　    ７億４千６百万円（前期比    0.6％減）

　新規拠点の開設および前連結会計年度に開始した業務の通期寄与により、増収となりま
したが、事業所立上げのイニシャルコストが大きく発生し、減益となりました。

物流情報サービス事業
営業収入     240億５千２百万円（前期比　23.2％増）
営業総利益    10億１千９百万円（前期比　18.3％増）
営業利益　    ８億２千７百万円（前期比  16.5％増）

　新規拠点の順調な稼動と、既存のセンターの生産性向上により増収増益となりました。

貨物運送事業
営業収入   　 88億９千万円　　（前期比　10.4％増）
営業総利益    ９億１千５百万円（前期比　 2.7％増）
営業利益　    ５億２千７百万円（前期比   4.0％減）

　会員制宅配業務の受託エリア拡大により増収となりましたが、燃料価格の高止まりの影
響や、共同配送部門における輸送効率の大幅な低下等が要因となり、減益となりました。

自動車整備事業
営業収入      11億４千２百万円（前期比   6.2％減）
営業総利益    １億４千１百万円（前期比  73.8％増）
営業利益       　 ８千２百万円（前期比 198.5％増）

　管理体制を見直し、人件費などの削減により増益となりました。

アウトソーシング事業
営業収入       19億４千１百万円（前期比　 3.0％増）
営業総利益     １億５千９百万円（前期比  29.1％減）
営業利益    　      ０.１百万円（前期比  99.7％減）

　新規の受託等により増収となりましたが、不安定な運営状況から人件費などの費用がか
さみ、大きく減益となりました。
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（２）財政状態
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、16億８千２百万円であり、前
年同期に比べ４億８千６百万円減少しております。これは主に課税所得増加による法人税
等の支払額増加によるものや、仕入債務の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、９億２千１百万円であります。
これは主に、10月に竣工した埼玉県加須市の物流センターの建設費用および営業車輌など
の有形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は、６億３千８百万円であります。
これは主に長期借入金の返済によるものであります。

　以上の結果、当連結会計年度における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、１

億２千４百万円増加し23億８千５百万円となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の傾向は下記のとおりであります。

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。
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. 営業キャッシュ・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、利子を支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の支払額を使用しております。

（３）次期の見通し

　　当社グループは、引き続き関東圏・関西圏での営業拡大を図っていくと共に、特に人材の育成に

　注力し、増収増益を達成すべく努めてまいる所存であります。

　　次期の連結業績の見通しは次のとおりであります。

＜平成19年３月期業績見通し＞

営業収入　　　　51,812百万円（前年比　 8.4％増）

営業利益　　　　 2,538百万円（　同　　16.1％増）

経常利益　　　　 2,529百万円（　同　　15.7％増）

当期純利益　　　 1,443百万円（　同　　13.0％増）

平成17年３月期 平成18年３月期
自己資本比率(％) 43.343.2 45.0

132.7

1.0

61.4

平成16年３月期

166.0

0.4

153.1
（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
　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャシュ・フロー
　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

149.1

0.5

127.7

時価ベースの自己資本比率(％)

債務償還年数(年)

インタレスト･カバレッジ･レシオ
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

４．連結貸借対照表４．連結貸借対照表４．連結貸借対照表４．連結貸借対照表

単位未満切捨

期　　別　
　科　　目 構成比 構成比

(%) (%)

流　動　資　産
  現金及び預金 ※4 2,260,880 2,385,717
  受取手形及び営業未収入金 6,708,024 7,939,686
  たな卸資産 16,155 93,400
  繰延税金資産 157,886 157,432
  前払費用 173,879 179,678
  その他 313,471 303,133
  貸倒引当金 △ 19,221 △ 7,030
  流動資産合計 9,611,076 59.6 11,052,018 61.4

固　定　資　産
有形固定資産
  建物及び構築物 ※2 3,367,978 3,747,685
  減価償却累計額 1,424,814 1,943,164 1,572,762 2,174,923
  機械装置及び運搬具 ※2 3,131,680 3,159,916
  減価償却累計額 2,446,624 685,056 2,424,518 735,397

※2
※3

  建設仮勘定 － 142,952
  その他 276,347 246,921
  減価償却累計額 188,235 88,111 167,640 79,281
  有形固定資産合計 4,637,203 28.7 5,053,425 28.1

無形固定資産
  その他 186,863 146,249
　無形固定資産合計 186,863 1.1 146,249 0.8

投資その他の資産
　投資有価証券 ※1 275,897 371,359
　長期貸付金 3,386 ―
　長期前払費用 10,178 5,682
　繰延税金資産 185,928 130,045
　差入保証金 951,891 978,283
　その他 316,170 301,897
　貸倒引当金 △ 40,281 △ 34,742
　投資その他の資産合計 1,703,170 10.6 1,752,525 9.7
固 定 資 産 合 計 6,527,237 40.4 6,952,200 38.6
資　産　合　計 16,138,314 100.0 18,004,218 100.0

当連結会計年度前連結会計年度
（平成18年3月31日）（平成17年3月31日）

1,920,870

(資産の部)

  土地

金　額（千円）金　額（千円）

1,920,870
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

単位未満切捨

期　　別　
　科　　目 構成比 構成比

(%) (%)

流  動  負  債
支払手形及び営業未払金 5,674,260 6,855,042

※2
※4

未払金 353,131 336,866
未払費用 353,712 435,888
未払法人税等 581,549 511,000
未払消費税等 166,639 132,560
賞与引当金 237,107 246,977
その他 124,692 145,352
流動負債合計 7,930,355 49.1 8,993,819 50.0

固　定　負　債
長期借入金 ※2 652,610 324,752
再評価に係る繰延税金負債 ※3 40,678 40,678
退職給付引当金 63,520 74,481
役員退職引当金 115,475 121,939
その他 331,429 319,456
固定負債合計 1,203,712 7.5 881,306 4.9
負　債　合　計 9,134,068 56.6 9,875,126 54.9

（少数株主持分）
少数株主持分 16,903 0.1 31,361 0.1

資本金 ※5 1,080,047 6.7 1,080,047 6.0
資本剰余金 1,239,617 7.7 1,239,903 6.9
利益剰余金 4,596,846 28.5 5,638,421 31.3
土地再評価差額金 ※3 59,588 0.3 59,588 0.3
その他有価証券評価差額金 35,305 0.2 99,933 0.6
自己株式 ※6 △ 24,064 △ 0.1 △ 20,164 △ 0.1
資　本　合　計 6,987,342 43.3 8,097,730 45.0

16,138,314 100.0 18,004,218 100.0

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成17年3月31日） （平成18年3月31日）

負債、少数株主持分及び資本合計

短期借入金

(負債の部)

（資本の部）

金　額（千円） 金　額（千円）

330,131439,263
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

５．連結損益計算書５．連結損益計算書５．連結損益計算書５．連結損益計算書

単位未満切捨

期　　別　

　科　　目 百分比 百分比
(%) (%)

営業収入 41,223,887 100.0 47,800,515 100.0
営業原価 ※1 38,032,207 92.3 44,403,838 92.9
営業総利益 3,191,679 7.7 3,396,676 7.1

販売費及び一般管理費
人件費 585,137 594,284
（うち賞与引当金繰入額） (22,766) (17,624)
（うち役員退職引当金繰入額） (13,960) (9,464)
減価償却費 27,458 39,131
保険料 14,302 15,778
施設使用料 57,581 59,475
リース料 25,966 30,743
租税公課 8,979 9,336
旅費交通費 54,405 51,670
交際費 19,719 33,100
諸会費 5,705 7,522
貸倒引当金繰入額 1,222 1,108
その他 314,991 1,115,469 2.7 367,519 1,209,669 2.5
営業利益 2,076,209 5.0 2,187,007 4.6

営業外収益
受取利息 3,178 2,467
受取配当金 1,745 1,868
助成金収入 95 1,850
為替差益 491 2,846
受取賠償金 24,750 3,519
その他 22,905 53,167 0.1 21,173 33,726 0.1

営業外費用
支払利息 17,103 10,996
リース違約金 31,966 1,320
割増保険料 － 5,827
その他 13,906 62,976 0.1 15,854 33,998 0.1
経常利益 2,066,399 5.0 2,186,735 4.6

特別利益
固定資産売却益 ※2 710 8,728
投資有価証券売却益 534 －
貸倒引当金戻入益 － 1,244 0.0 13,387 22,115 0.1

特別損失
固定資産売却損 ※3 10 3,758
固定資産廃棄損 ※4 66,286 18,330
投資有価証券売却損 82 －
会員権評価損 500 －
貸倒引当金繰入額 7,603 －
電話加入権評価損 17,131 －
退職給付費用 － 4,864
その他特別損失 8,321 99,935 0.2 － 26,953 0.1

1,967,708 4.8 2,181,897 4.6

法人税、住民税及び事業税 869,800 877,880
法人税等調整額 △ 47,859 821,940 2.0 11,965 889,845 1.9
少数株主利益 8,649 0.0 14,457 0.0

当期純利益 1,137,118 2.8 1,277,594 2.7

前連結会計年度 当連結会計年度

税金等調整前当期純利益

自　平成16年4月 1日
至　平成18年3月31日至　平成17年3月31日
自　平成17年4月 1日

金　額（千円）金　額（千円）
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

６.６.６.６. 連結剰余金計算書連結剰余金計算書連結剰余金計算書連結剰余金計算書

単位未満切捨

期　　別

科　　目

Ⅰ 1,238,244 1,239,617

Ⅱ

1. 自己株式処分差益 1,372 1,372 286 286

Ⅲ 1,239,617 1,239,903

Ⅰ 3,672,444 4,596,846

Ⅱ

1. 当期純利益 1,137,118 1,137,118 1,277,594 1,277,594

Ⅲ

1. 配当金 174,216 205,619

2. 取締役賞与 37,300 29,000

3. 監査役賞与 1,200 212,716 1,400 236,019

Ⅳ 4,596,846 5,638,421

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日

至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日

資本剰余金期首残高

利益剰余金期首残高

金　額（千円）金　額（千円）

（資本剰余金の部）

資本剰余金期末残高

利益剰余金減少高

利益剰余金期末残高

資本剰余金増加高

（利益剰余金の部）

利益剰余金増加高
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

７.連結キャッシュ・フロー計算書７.連結キャッシュ・フロー計算書７.連結キャッシュ・フロー計算書７.連結キャッシュ・フロー計算書
単位未満切捨

期　　別　　
科　　目

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
 1. 税金等調整前当期純利益 1,967,708 2,181,897
 2. 減価償却費 583,808 589,927
 3. 貸倒引当金の増減額（減少：△） 19,942 △ 17,730
 4. 退職給付引当金の増減額（減少：△） 4,196 10,961
 5. 役員退職引当金の増減額（減少：△） 13,960 6,464
 6. 賞与引当金の増減額（減少：△） 13,754 9,870
 7. 受取利息 △ 3,178 △ 2,467
 8. 受取配当金 △ 1,745 △ 1,868
 9. 持分法による投資利益 △ 1,506 △ 834
10. 為替差損益（差益：△） △ 491 △ 2,846
11. 連結調整勘定償却額 4,497 ―
12. 支払利息 17,103 10,996
13. 固定資産売却益 △ 710 △ 8,728
14. 投資有価証券売却益 △ 534 ―
15. 固定資産売却損 10 3,758
16. 固定資産廃棄損 66,286 18,330
17. 投資有価証券売却損 82 ―
18. 会員権評価損 500 ―
19. 会員権売却損 2,000 ―
20. 電話加入権評価損 17,131 ―
21. 売上債権の増減額（増加：△） △ 1,188,245 △ 1,231,661
22. たな卸資産の増減額（増加：△） △ 6,938 △ 77,245
23. 仕入債務の増減額（減少：△） 1,354,509 1,180,781
24. 役員賞与支払額 △ 38,500 △ 30,400
25. 未払消費税等の増減額（減少：△） 18,374 △ 34,078
26. 未払法人税等の増減額 43,000 2,000
27. その他 19,159 32,170

小      計 2,904,173 2,639,297

28. 利息及び配当金の受取額 4,924 4,336
29. 利息の支払額 △ 16,986 △ 10,989
30. 法人税等の支払額 △ 723,837 △ 950,428
営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー 2,168,273 1,682,216

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
 1. 投資有価証券の取得による支出 △ 24,699 △ 1,386
 2. 投資有価証券の売却による収入 23,571 ―
 3. 有形固定資産の取得による支出 △ 878,835 △ 917,389
 4. 有形固定資産の売却による収入 1,966 23,297
 5. 無形固定資産の取得による支出 △ 64,265 △ 27,395
 6. 会員権の売却による収入 2,000 ―
 7. 貸付による支出 △ 660 △ 1,880
 8. 貸付金回収による収入 4,082 4,759
 9. その他（純額） △ 20,452 △ 1,807
投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー △ 957,292 △ 921,802

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
 1. 短期借入金の純増減額（減少：△） △ 15,000 ―
 2. 長期借入れによる収入 24,500 60,000
 3. 長期借入金の返済による支出 △ 523,620 △ 496,990
 4. 自己株式の売却による収入 19,734 4,186
 5. 自己株式の取得による支出 △ 85 ―
 6. 配当金の支払額 △ 174,216 △ 205,619
財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー △ 668,688 △ 638,423

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 491 2,846
Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 542,783 124,836
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,718,097 2,260,880
Ⅶ ※1 2,260,880 2,385,717現金及び現金同等物の期末残高

金　　額（千円） 金　　額（千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

当連結会計年度
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　５社 （1）連結子会社の数　６社
　　　連結子会社の名称 　　　連結子会社の名称
　　　　 メカノス㈱ 　　　　 メカノス㈱
　　　　 ㈱トラフィックアイ 　　　　 ㈱トラフィックアイ
　　　　 ㈱シー・アンド・シー 　　　　 ㈱シー・アンド・シー
　　　　 ㈱アクシス 　　　　 ㈱アクシス
　　　　 湖栄運送㈱ 　　　　 湖栄運送㈱

　　　　 ㈱ジージェイライン

なお、㈱ジージェイラインにつきまして
は、当連結会計年度中において新たに設
立された会社であり、設立時より発行済
株式の全てをトランコム㈱が所有してい
る為、当連結会計年度より連結子会社に
加える事と致しました。

（2）非連結子会社 （2）非連結子会社
　　　該当事項はありません。 　　　　　同　　　　左

2 持分法の適用に関する事項 関連会社につきましては持分法を適用し 　　　　　同　　　　左
ております。
関連会社はアルトラン㈱の１社でありま
す。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の事業年度末日は、連結決算 　　　　　同　　　　左
日と一致しております。

4 会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 有価証券 有価証券

その他有価証券 その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法に 　　　　　同　　　　左
よっております。
なお、評価差額は、全部資本直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により
算定しております。
時価のないもの 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっており 　　　　　同　　　　左
ます。

たな卸資産 たな卸資産
主として先入先出法に基づく原価法によ 　　　　　同　　　　左
っております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産 有形固定資産
定率法によっております。 　　　　　同　　　　左
ただし、平成10年４月１日以降に取得
した建物（建物付属設備を除く）につい
ては定額法によっております。
なお、主な科目の耐用年数は次のとおり
であります。
建物及び構築物　　　2～47年
機械装置及び運搬具　2～17年

無形固定資産 無形固定資産
定額法によっております。 　　　　　同　　　　左
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間（５年）
に基づいております。

項　　目
当連結会計年度

自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

前連結会計年度

至　平成17年3月31日
自　平成16年4月 1日

-12-



トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

(3)重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権に 　　　　　同　　　　左
ついては、貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

賞与引当金 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給 　　　　　同　　　　左
見込額基準により計上しております。

退職給付引当金 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結 従業員の退職給付に備えるため、当連結
会計年度末における退職給付債務を計上 会計年度末における退職給付債務に基づ
しております。なお、退職給付引当金の き計上しております。
対象従業員が300名未満であるため、簡 （追加情報）
便法によっており、退職給付債務の金額 当連結会計年度から退職給付の算定方法
は期末自己都合要支給額（特定退職金共 を簡便法から原則法に変更しております。
済制度により支給される部分を除く）と この変更は当連結会計年度末における退
しております。 職給付計算の対象となる従業員数が300

人を超えた為であります。この変更によ
る退職給付債務の増加額4,864千円は特
別損失に計上しております。この結果、
従来の方法によった場合に比べ、営業利
益及び経常利益は1,745千円増加し、税
引前当期純利益は3,118千円減少してお
ります。

役員退職引当金 役員退職引当金
役員の退職金の支払に備えるため、内規 　　　　　同　　　　左
に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。

(4)重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると 　　　　　同　　　　左
認められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。

(5)重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の要件を満たし、かつ、想定 　　　　　同　　　　左
元本、利息の受払条件及び契約期間がヘ
ッジ対象借入金とほぼ同一である金利ス
ワップについては特例処理を採用してお
ります。

ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジの手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段…金利スワップ取引 　　　　　同　　　　左
・ヘッジ対象…変動金利借入金

ヘッジ方針 ヘッジ方針
金利スワップ取引で、変動金利を固定化 　　　　　同　　　　左
することにより将来の金利上昇リスクを
回避するものであります。

ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの有効性評価の方法
特例処理の適用要件を充足しているため 　　　　　同　　　　左
ヘッジ有効性の評価を省略しております｡

その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に
係るもの 係るもの
当社は、取引に係る基本方針を取締役会 　　　　　同　　　　左
において決定しております。また、取引
の実行および管理は管理グループにおい
て行い、結果は適宜、取締役会に報告し
ております。

至　平成17年3月31日
項　　目

至　平成18年3月31日

当連結会計年度前連結会計年度
自　平成17年4月 1日自　平成16年4月 1日
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

(6)その他連結財務諸表作成のための 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
重要な事項 税抜方式によっております。 　　　　　同　　　　左

5 連結子会社の資産及び負債の評価に 連結子会社の資産及び負債の評価方法は 　　　　　同　　　　左
関する事項 全面時価評価法によっております。

6 連結調整勘定の償却に関する事項 連結調整勘定については、発生年度に全 　　　　　　　 ―
額償却しております。

7 利益処分項目等の取扱いに関する事項 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処 　　　　　同　　　　左
分について、連結会計年度中に確定した
利益処分に基づいて作成しております。

8 連結キャッシュ・フロー計算書における 連結キャッシュ・フロー計算書における 　　　　　同　　　　左
資金の範囲 資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容易
に換金可能であり、かつ、価値の変動に
ついて僅少なリスクしか負わない取得日
から３か月以内に償還期限の到来する短
期投資からなります。

前連結会計年度 当連結会計年度
自　平成16年4月 1日 自　平成17年4月 1日
至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日

項　　目

連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

（固定資産の減損に係る会計基準） （固定資産の減損に係る会計基準）
　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る
　会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成
　14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準
　の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10
　月31日）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係
　る財務諸表から適用できることに伴い、当連結会計年度か
　ら同会計基準および同適用指針を適用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）
　証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年６月９日公
布）により、前連結会計年度まで投資その他の資産の「その
他」に含めて表示しておりました「投資事業有限責組合」へ
の出資金を、「投資有価証券」に含めて表示しております。
　なお、前連結会計年度の投資その他の資産の「その他」に
含まれておりました出資金は46,052千円であります。
　また、当連結会計年度の投資その他の資産の「投資有価証
券」に含まれております出資金は42,627千円であります。

―

―

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日至　平成17年3月31日

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日

至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日

前連結会計年度 当連結会計年度
自　平成16年4月 1日 自　平成17年4月 1日
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社
注　記　事　項　注　記　事　項　注　記　事　項　注　記　事　項　

（連結貸借対照表関係）

※1 関連会社に係る注記
関連会社に対するものは次のとおりで
あります。

41,060 千円 41,894 千円

※2 担保資産
229,531 千円 211,529 千円

674 532
817,480 817,480

1,047,686 1,029,541

上記に対応する債務
210,150 千円 116,280 千円
301,280 185,000
511,430 301,280

※3 土地の再評価 　土地の再評価に関する法律（平成10 同　　左
年3月31日公布法律第34号）に基づき、
事業用土地の再評価を行い、評価差額
に係る税金相当額の回収可能性を勘案
し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として資本の部に計上して
おります。

再評価の方法 再評価の方法
　｢土地の再評価に関する法律施行令｣ 同　　左
　（平成10年3月31日公布政令第119号）
第2条第3号に定める固定資産税評価額に
合理的な調整を行って算出する方法によ
っております。

再評価を行った年月日 再評価を行った年月日

再評価を行った土地の期末における時価 再評価を行った土地の期末における時価
と再評価後の帳簿価額との差額 と再評価後の帳簿価額との差額

　　 △ 177,371千円 　　 △ 231,180千円

※4 当座借越契約 当社においては運転資金の効率的な調 当社においては運転資金の効率的な調
達を行うため、取引銀行と当座借越契 達を行うため、取引銀行と当座借越契
約を締結しております。これらの契約 約を締結しております。これらの契約
に基づく当連結会計年度末の借入未実 に基づく当連結会計年度末の借入未実
行残高は次のとおりであります。 行残高は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 7,100,000 千円 当座借越契約の総額 7,100,000 千円
借入実行残高 ― 借入実行残高 ―
差引額 7,100,000 差引額 7,100,000

※5 発行済株式総数 当社の発行済株式総数は 当社の発行済株式総数は
　普通株式　10,324,150株であります。 　普通株式　10,324,150株であります。

※6 自己株式数 当社が保有する自己株式の数は 当社が保有する自己株式の数は
　普通株式　　 43,194株であります。 　普通株式　　 36,194株であります。

機械装置及び運搬具
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地

計
土 地

計

短 期 借 入 金
長 期 借 入 金

当連結会計年度

（平成18年3月31日現在）

平成14年3月31日

計

投資有価証券（株式）

項　　目
前連結会計年度

（平成17年3月31日現在）

長 期 借 入 金
計

短 期 借 入 金

平成14年3月31日

投資有価証券（株式）

建 物 及 び 構 築 物
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

（連結損益計算書関係）

※1 営業原価に含まれる引当金繰入額

272,664 千円 238,467 千円

※2 固定資産売却益の内訳
710 千円 8,728 千円

※3 固定資産売却損の内訳

10 千円 3,758 千円

※4 固定資産廃棄損の内訳

49,908 千円 5,156 千円
8,618 6,125
1,103 4,523
6,655 2,525
66,286 18,330

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※1 　現金及び現金同等物の連結会計年度末
残高と連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係

2,260,880 千円 2,385,717 千円
2,260,880 千円 2,385,717 千円

現金 及 び 預 金 勘 定
現金及び現金同等物

現 金 及 び 預 金 勘 定
現金及び現金同等物

計

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具

無 形 固 定 資 産
計

そ の 他 そ の 他

賞与引当金繰入額

至　平成18年3月31日

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

機械装置及び運搬具

無 形 固 定 資 産

賞与引当金繰入額

当連結会計年度

自　平成17年4月 1日

当連結会計年度

至　平成18年3月31日
自　平成17年4月 1日自　平成16年4月 1日

項　　目

前連結会計年度
項　　目

至　平成17年3月31日

自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

前連結会計年度

機械装置及び運搬具

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

①セグメント情報①セグメント情報①セグメント情報①セグメント情報

　1.事業の種類別セグメント情報

単位：千円
　　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日） 単位未満切捨 

連　　結

Ⅰ営業収入
　及び営業損益
　営業収入
（1）外部顧客に対する
     営業収入 11,482,634 19,501,653 8,015,164 850,818 1,373,616 41,223,887 ― 41,223,887
（2）ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部
     営業収入又は振替高 546 19,189 35,070 366,853 511,129 932,789 (932,789) ―

計 11,483,180 19,520,842 8,050,235 1,217,672 1,884,745 42,156,676 (932,789) 41,223,887
営　業　費　用 10,732,790 18,810,526 7,500,487 1,189,977 1,835,373 40,069,155 (921,477) 39,147,677

Ⅱ資産、減価償却費
　及び資本的支出

　　資　　　産 5,790,688 5,033,438 3,297,411 688,705 501,886 15,312,129 826,184 16,138,314
　　減価償却費 218,076 3,794 309,578 28,036 9,878 569,364 14,444 583,808
　　資本的支出 675,925 42,699 277,805 21,296 9,024 1,026,752 29,727 1,056,480

単位：千円

　　当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） 単位未満切捨 

連　　結

Ⅰ営業収入
　及び営業損益
　営業収入
（1）外部顧客に対する
     営業収入 12,900,369 24,020,876 8,796,080 870,985 1,212,203 47,800,515 ― 47,800,515
（2）ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部
     営業収入又は振替高 24,885 31,783 94,231 271,340 728,837 1,151,078 (1,151,078) ―

計 12,925,254 24,052,660 8,890,312 1,142,326 1,941,040 48,951,593 (1,151,078) 47,800,515
営　業　費　用 12,179,071 23,225,352 8,362,378 1,059,667 1,940,889 46,767,359 (1,153,851) 45,613,507

Ⅱ資産、減価償却費
　及び資本的支出

　　資　　　産 6,172,272 6,033,167 3,564,273 683,237 572,979 17,025,931 978,287 18,004,218
　　減価償却費 207,604 10,206 315,039 25,488 10,776 569,115 20,811 589,927
　　資本的支出 422,055 25,668 435,739 3,394 11,997 898,854 178,977 1,077,832

営　業　利　益 827,307 527,933 82,658

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
事　　業 計

2,187,007

消　　　去
又は全社

151 2,184,234 2,773

物流情報
ｻｰﾋﾞｽ事業 貨物運送事業 自 動 車

整備事業

物流情報
ｻｰﾋﾞｽ事業 貨物運送事業 自 動 車

整備事業

営　業　利　益 710,316 549,748 27,695 (11,311) 2,076,209

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
事　　業 計 消　　　去

又は全社

49,371 2,087,521

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業

750,389

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業

746,183
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

（注）１．事業区分は、営業収入の集計区分によっております。
　　　２．各事業区分の主な事業内容につきましては、「1.企業集団の状況」をご参照下さい。

2. 所在地別セグメント情報
　　本邦以外に連結子会社及び支店がないため、記載を省略しました。

3. 海外売上高
　　海外売上高がないため、記載を省略しました。
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②リース取引②リース取引②リース取引②リース取引

1. リース物件の所有権が借主に移転すると 1. リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リ 認められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引 ース取引

（借主側） （借主側）
① リース物件の取得価額相当額、減価償却 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額 取得価額
相当額 相当額

千円 千円

331,715 413,513

588,512 396,308

142,983 161,533

1,063,212 971,355

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額

千円 千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額 ③ 支払リース料、減価償却費相当額
及び支払利息相当額 及び支払利息相当額

千円 千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額 　　　　　同　　　　左
を零とする定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額 　　　　　同　　　　左
相当額との差額を利息相当額とし、各
期への配分方法については、利息法に
よっております。

2. オペレーティング・リース取引 2. オペレーティング・リース取引
(借主側） (借主側）
未経過リース料 未経過リース料

千円 千円

(貸主側） (貸主側）
未経過リース料 未経過リース料

千円 千円

及 び 運 搬 具

期末残高
計額相当額 相当額

千円 千円

減価償却累

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

減価償却累 期末残高
計額相当額 相当額

千円 千円
機 械 装 置

163,361 250,152

合 計 472,726 498,629

有 形 固 定 資
産 の そ の 他
無 形 固 定 資
産 の そ の 他

193,485

　１　年　超 629,097
　合　　　計 784,527

及 び 運 搬 具 100,528 231,187
機 械 装 置

　合　　　計 2,223,474

　１　年　内 155,430

257,207
　１　年　超 2,224,752

523,965合 計 539,246

　１　年　内
　１　年　超
　合　　　計

189,822

202,823

　１　年　内 214,485
　１　年　超 2,008,988

　１　年　超 326,513
185,993

203,912支払リース料　

224,939

67,839

有 形 固 定 資
産 の そ の 他
無 形 固 定 資
産 の そ の 他

363,573

75,144 54,992

　合　　　計 512,506

169,542
334,565
504,107

　１　年　内

106,541

12,370
178,939 190,149

14,272
減価償却費相当額
支払利息相当額

支払リース料　
減価償却費相当額
支払利息相当額

　合　　　計

　合　　　計

　１　年　内

525,064

2,481,959

　１　年　内 154,044
　１　年　超 371,020
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社③関連当事者との取引③関連当事者との取引③関連当事者との取引③関連当事者との取引

④税効果会計④税効果会計④税効果会計④税効果会計

　科　　目
繰延税金資産及び繰延税金負債の
発生の主な原因別内訳

繰延税金資産   
　投資有価証券評価損 29,965 千円 29,965 千円
  会員権評価損 34,785 34,785
  未払事業税 48,762 43,605
　貸倒引当金 12,629 6,400
　賞与引当金 96,754 100,730
　賞与社会保険料 12,057 13,421
　退職給付引当金 26,820 30,284
　役員退職引当金 46,948 49,551
　償却超過 48,414 20,253
  繰越欠損金 － 15,525
　その他 10,589 11,236
繰延税金資産合計 367,726 355,761

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 23,912 68,283
繰延税金負債の合計 23,912 68,283

    
繰延税金資産(負債)の純額 343,814 287,477

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照
表の以下の項目に含まれております。

 流動資産－繰延税金資産 157,886 157,432
 固定資産－繰延税金資産 185,928 130,045

なお、この他に再評価に係る繰延税金負債
が40,678千円あります。

なお、この他に再評価に係る繰延税金負債
が40,678千円あります。

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）
役員及び個人主要株主等

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員およびその
近親者が議決権
の過半数を所有
している会社等
（当該会社等の
子会社を含む）

㈱アイコー
(注)1

名古屋市
中区 45百万円

果実飲料、
果汁および
農産加工品
の販売

被所有直接
 3.9％ なし なし

商品の保管
荷役、路線
発送業務
(注)2

4,328千円 営業
未収入金 245千円

（注）１．代表取締役武部宏の長男武部篤紀が議決権の100％を直接所有しております。
　　　２．取引条件及び取引条件の決定方法等
　　　　　・商品の保管取引については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
　　　３．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）
役員及び個人主要株主等

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員およびその
近親者が議決権
の過半数を所有
している会社等
（当該会社等の
子会社を含む）

㈱アイコー
(注)1

名古屋市
中区 45百万円

果実飲料、
果汁および
農産加工品
の販売

被所有直接
 3.9％ なし なし

商品の保管
荷役、路線
発送業務
(注)2

4,018千円 営業
未収入金 460千円

（注）１．代表取締役武部宏の長男武部篤紀が議決権の100％を直接所有しております。
　　　２．取引条件及び取引条件の決定方法等
　　　　　・商品の保管取引については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
　　　３．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

属性 会社等の
名称 住所 資本金又は

出資金 期末残高事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)

割合

関係内容 取引の
内容 取引金額 科目

属性 会社等の
名称 住所 資本金又は

出資金 取引金額 科目 期末残高事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)

割合

関係内容 取引の
内容
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社⑤有価証券⑤有価証券⑤有価証券⑤有価証券

　前連結会計年度末（平成17年3月31日）　

１　その他有価証券で時価のあるもの 単位：千円（単位未満切捨）
種類

（1）株　式 46,918 89,688 42,769

（2）債　券 ― ― ―

（3）その他 58,062 76,034 17,972

小計 104,980 165,722 60,741

（1）株　式 17,365 15,536 △ 1,828

（2）債　券 ― ― ―

（3）その他 ― ― ―

小計 17,365 15,536 △ 1,828

計 122,345 181,259 58,913
 （注）　減損処理に当たっては、当連結会計年度末日の時価が取得原価に比べて原則として30％以上
　　　 　下落した場合について行っております。

2　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

3　時価評価されていない主な有価証券の内容

　　株　式 950
　　社債券 10,000

　当連結会計年度末（平成18年3月31日）　

１　その他有価証券で時価のあるもの 単位：千円（単位未満切捨）
種類

（1）株　式 57,917 169,258 111,341

（2）債　券 ― ― ―

（3）その他 57,862 116,194 58,332

小計 115,779 285,452 169,673

（1）株　式 9,077 7,620 △ 1,457

（2）債　券 ― ― ―

（3）その他 ― ― ―

小計 9,077 7,620 △ 1,457

計 124,856 293,073 168,216
 （注）　減損処理に当たっては、当連結会計年度末日の時価が取得原価に比べて原則として30％以上
　　　 　下落した場合について行っております。

2　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

3　時価評価されていない主な有価証券の内容

　　株　式 950

　　事業組合 42,627
計 53,577

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
　その他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

23,571 534 82

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

計

　その他有価証券

　　事業組合 35,441
36,391

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
―　 ―　 ―　

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額 差　額取得原価

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

取得原価 差　額

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社
⑥デリバティブ取引⑥デリバティブ取引⑥デリバティブ取引⑥デリバティブ取引

　　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）　　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）　　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）　　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）
1.取引の状況に関する事項
　　（1）取引内容
　　　　 　利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引であります。
　　（2）取引に対する取組方針
　　　　 　デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は
　　　　 行わない方針であります。
　　（3）取引の利用目的
　　　　 　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避
　　　　 する目的で利用しております。
　　　　 　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。
　　　　　　 ヘッジ会計の方法
              特例処理によっております。
　　　　　　 ヘッジの手段とヘッジ対象
           　 ヘッジ手段…金利スワップ取引
              ヘッジ対象…変動金利借入金
            ヘッジ方針
              金利スワップ取引で、変動金利を固定化することにより将来の金利上昇リスクを回避する
              ものであります。
            ヘッジの有効性評価の方法
              特例処理の適用要件を充足しているため、ヘッジ有効性の評価を省略しております。
　　（4）取引に係るリスクの内容
　　　　   金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクはほとんどないと認識しており
         　ます。
　　（5）取引に係るリスク管理体制
          当社グループは、取引に係る基本方針を取締役会において決定しております。また、取引の実行
　　　  および管理は管理グループにおいて行い、結果は適宜、取締役会に報告しております。
　　（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明
　　　　　 該当事項はありません。

2.取引の時価等に関する事項
          ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

　　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）　　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）　　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）　　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）
1.取引の状況に関する事項
　　（1）取引内容
　　　　 　利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引であります。
　　（2）取引に対する取組方針
　　　　 　デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は
　　　　 行わない方針であります。
　　（3）取引の利用目的
　　　　 　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避
　　　　 する目的で利用しております。
　　　　 　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。
　　　　　　 ヘッジ会計の方法
              特例処理によっております。
　　　　　　 ヘッジの手段とヘッジ対象
           　 ヘッジ手段…金利スワップ取引
              ヘッジ対象…変動金利借入金
            ヘッジ方針
              金利スワップ取引で、変動金利を固定化することにより将来の金利上昇リスクを回避する
              ものであります。
            ヘッジの有効性評価の方法
              特例処理の適用要件を充足しているため、ヘッジ有効性の評価を省略しております。
　　（4）取引に係るリスクの内容
　　　　   金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクはほとんどないと認識しており
         　ます。
　　（5）取引に係るリスク管理体制
          当社グループは、取引に係る基本方針を取締役会において決定しております。また、取引の実行
　　　  および管理は管理グループにおいて行い、結果は適宜、取締役会に報告しております。
　　（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明
　　　　　 該当事項はありません。

2.取引の時価等に関する事項
          ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

⑦退職給付⑦退職給付⑦退職給付⑦退職給付

1.企業の採用する退職給付制度の概要

2.退職給付債務等の内容

前連結会計年度 当連結会計年度
(1)退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務 63,520 千円 74,481 千円
② 退職給付引当金 63,520 千円 74,481 千円

(2)退職給付費用に関する事項
① 退職給付費用 178,479 千円 173,761 千円

⑧継続企業の前提⑧継続企業の前提⑧継続企業の前提⑧継続企業の前提
　　　 該当事項はありません。

　当社および連結子会社は、愛知県トラック事業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基
金制度は、 退職給付会計実務指針第33項の例外処理を行う制度であります。 同基金の年金資産残高の
うち当社および連結子会社の掛金拠出割合に基づく連結会計年度末の年金残高は、前連結会計年度末
3,243,797千円、当連結会計年度末4,459,408千円であります。
　なお、上記の他に、確定拠出である特定退職金共済制度に加入しております。
　また、管理職等の職員に関しては、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

⑨１株当たり情報⑨１株当たり情報⑨１株当たり情報⑨１株当たり情報

１株当たり純資産額　　　　 　 676円68銭 １株当たり純資産額　　　　 　 785円02銭

１株当たり当期純利益金額　　　107円80銭 １株当たり当期純利益金額　　　122円14銭

潜在株式調整後１株当たり当期 潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額　　　　　　　　　　107円36銭 純利益金額　　　　　　　　　　121円78銭

 （注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の
　　　　 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日

前連結会計年度 当連結会計年度
自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日

当連結会計年度
自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

前連結会計年度
自 平成16年4月 1日
至 平成17年3月31日

1,137,118 1,277,594
30,400 21,500
(30,400) (21,500)

1,106,718 1,256,094
10,266,364 10,283,723

　　　　　　　 　－ 　　　　　　　 　－
　　　　　　　　(－) 　　　　　　　　(－)

　　　　　　　 　－ 　　　　　　　 　－

41,469 30,841
　　　　　　　　(－) 　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　(－)

１株当たり当期純利益金額
　当期純利益（千円）
　普通株主に帰属しない金額（千円）
　　（うち利益処分による役員賞与金）
　普通株主に係る当期純利益（千円）
　期中平均株式数（株）

潜在株式の概要

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
　当期純利益調整額（千円）
　　（うち支払利息（税額相当額控除後））

　普通株式増加数（株）
　　（うち事務手数料（税額相当額控除後）） 　　　　　　　　(－)

　　（うち転換社債）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

⑩後発事象⑩後発事象⑩後発事象⑩後発事象

　　　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　　至　平成17年3月31日）
            該当事項はありません。

　　　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　　至　平成18年3月31日）
            該当事項はありません。
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トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社

８．８．８．８．生産、受注及び販売の状況生産、受注及び販売の状況生産、受注及び販売の状況生産、受注及び販売の状況

　当社グループの事業内容は、ロジスティクスマネジメント事業、物流情報サービス事業、貨物運送
事業、自動車整備事業、およびアウトソーシング事業であり、業種・業態により生産および受注につ
いては記載を省略し、販売の状況については｢3.経営成績及び財政状態｣における各事業の種類別セグ
メント業績に関連付けて記載しております。
　なお、主な相手先別の販売実績につきましては、すべての販売先の総販売実績に対する販売実績の
割合が 100分の10以上になる販売先がありませんので、記載を省略しております。

-26-


