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平成 19年 11月 15日 

各    位 
会 社 名     トラステックスホールディングス株式会社 
代 表 者 名      代表取締役社長 谷中  譲

（コード番号       ：９３７４  大証第２部） 
問 合 せ 先      執行役員経理部長 籔内 寿樹 
Ｔ Ｅ Ｌ ０６－６９０７－５３８９ 

 

 

特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ 
  
 
 本日の取締役会において、特別損失の計上及び平成 19年 5月 29日に発表いたしました、平成
20年 3月期（平成 19年 4月 1日から平成 20年 3月 31日まで）の業績予想の修正を決定いたし
ましたのでお知らせいたします。 

 
記 

1. 特別損失計上の理由 

（１）重要な会計基準の変更によるその他特別損失の計上 

当社グループは、企業会計基準委員会より公表された「リース取引に関する会計基準」企業会計基

準第 13号（以下新基準といいます）を、平成 20年 3月中間期より早期適用することといたしまし

た。この新基準適用により、オーナー・オペレーターに対して軽トラックを提供するために行なっ

てきたリース会社向けの転リース用車輌販売による利益計上基準を、従来の一括計上からリース期

間に応じて繰延処理する方法に変更いたします。この結果、前期以前の売上総利益の繰延処理とし

て特別損失 2,183百万円の計上を当中間期に行います。この会計基準の変更により、今後は車輌販

売による売上総利益の計上がリース期間に配分され車輌販売の利益を過度に追求することがなくな

るため運送事業に注力する当社の戦略に合致するものであります。 

 
（２）子会社の整理に関る特別損失計上見込み額の減少 

今期の当社グループの重要課題であります子会社の整理は、下記のとおり順調に進行しており、当

初子会社整理により発生を予定していました特別損失 3,238百万円に対して現在の子会社整理によ

る特別損失発生見込み額は 759百万円となり、当初予想より 2,479百万円減少いたしました。当初

は清算による撤退に基づく損失額を算定しておりましたが下記のとおり処理をおこなったため特別

損失発生見込み額が大幅に減少しました。なお、子会社の整理は、処理がほぼ完了しております。 

 
軽貨急配マーケットサービス株式会社 

・ 平成 19年 8月 ダイセーロジスティクスグループと株式譲渡契約調印を行なう 

・ 平成 19年 9月 ダイセーロジスティクスグループへ株式譲渡手続き完了 

 
軽貨エクスプレス株式会社 

・ 平成 19年 6月 一部事業譲渡並びに事業休止し保有資産売却を行なう 
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・ 現在、全事業は休止し清算準備中 

 
軽貨ロジスティクス株式会社 

・ 平成 19年 7月 支配力基準により連結対象となっていましたが取引関係の解消、また当社グル

ープの役員の派遣を停止した為、支配力基準により連結対象外となりました 

 
軽貨急配シーエス株式会社 

・ 現在、積合事業等の不採算事業撤退及び余剰資産売却 

 

2. 業績予想修正 

中間業績予想の修正（平成 19年 4月 1日～平成 19年 9月 30日） 

【連  結】                          （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株あたり当
期純利益 

前回発表予想（A） 
（平成 19年 5月 29日発表） 17,539 66 △133 △3,516 △13円 16銭

今回修正予想（B） 15,731 △234 △464 △3,373 △46円 31銭
増減額（B－A） △1,808 △300 △331 143 ―

増減率（％） △10.3％ ― ― － ―
前期（平成 19年 3月中間期） 

実績 22,198 351 319 △12,029 △145円10銭

 
【個  別】                          （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株あたり当
期純利益 

前回発表予想（A） 
（平成 19年 5月 29日発表） 310 15 △5 △6 2銭

今回修正予想（B） 6 △319 △296 △3,630 △49円 84銭
増減額（B－A） △304 △334 △291 △3,624 ―

増減率（％） △98.1％ ― ― ― ―
前期（平成 19年 3月中間期） 

実績 ― ― ― ― ―

（注）平成 19年 4月 2日付けで、旧軽貨急配株式会社を社名変更したトラステックスホールディングス株式会社

（持株会社）及び新設会社である軽貨急配株式会社（事業継承会社）の 2社に会社分割を行っております。上記個

別業績の数字は、トラステックスホールディングス株式会社の業績数字でありますので前期実績数字の記載は省略

しております。 
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通期業績予想の修正（平成 19年 4月 1日～平成 20年 3月 31日） 

【連  結】                          （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株あたり当
期純利益 

前回発表予想（A） 
（平成 19年 5月 29日発表） 37,272 1,010 611 △2,772 △10円 37銭

今回修正予想（B） 31,177 375 △27 △2,936 △36円 52銭
増減額（B－A） △6,095 △635 △638 △164 ―

増減率（％） △16.4％ △62.9％ ― － ―

前期（平成 19年 3月期）実績 43,559 △623 △1,230 △14,945 △107円31銭
 

【個  別】                          （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株あたり当
期純利益 

前回発表予想（A） 
（平成 19年 5月 29日発表） 620 49 17 16 6銭

今回修正予想（B） 15 △685 △466 △3,364 △41円 85銭
増減額（B－A） △605 △734 △483 △3,380 ―

増減率（％） △97.6％ ― ― － ―

前期（平成 19年 3月期）実績 ― ― ― ― ―

（注）平成 19年 4月 1日付けで、旧軽貨急配株式会社を社名変更したトラステックスホールディングス株式会社

（持株会社）及び新設会社である軽貨急配株式会社（事業継承会社）の 2社に会社分割を行っております。上記個

別業績の数字は、トラステックスホールディングス株式会社の業績数字でありますので前期実績数字の記載は省略

しております。 

3. 業績予想修正の理由 

（１）〔連結業績予想〕 

平成19年6月より新経営陣による新たな経営方針の下、当社グループは再スタートを切りました。中期経営

計画「TRUSTEX2010」に基づき、荷主企業、オーナー・オペレーター、当社の3社間のWIN-WIN-WINの関係

を築き、中長期的な事業展開を進めていくことを目指し様々な改革を行ってまいりました。しかしながら、改革

を進めて行く中で社内体制の整備に時間を要したこと、スポット性の強い大口取引の解消、不採算取引の解

消等により、7-9月にかけて、オーナー・オペレーターの稼動数が減少し、運送売上高の減少を招く結果となり

ました。9月末までにほぼ社内体制の整備は完了し、また、営業強化策も実施いたしました。これらの結果、10

月に入りオーナー・オペレーターの稼動数は回復傾向にありますが、7-9月の稼動数減少により下期スタート

となる稼動数が、当初計画していた数値と大きく差異が生じたため、計画数値の修正が必要となり、運送売上

高は5月予想に対して5,741百万円減少の28,507百万円を予想しております。またその影響により経常利益は

638百万円の減少の△27百万円となり、当期純利益につきましては、1.特別損失の計上理由で記載した内容

の影響もあり、当期純利益は164百万円の減少の△2,936百万円を予想しております。 

（２）〔個別業績予想〕 

持株会社であるトラステックスホールディングス株式会社の単体の業績であります。当中間期に事

業継承会社である軽貨急配株式会社の債務超過3,327百万円を引当金として計上し、このことにより

当期純利益が大きくマイナスしております。 

以上 
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上記の予想は本資料の発表現在において現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜

在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異

なる結果となる可能性があります。 


