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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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）

売上高 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 ％

21年3月期第2四半期 8,134 ― 45 ― 68 ― △6 ―
20年3月期第2四半期 8,119 △3.3 92 △69.8 104 △66.6 62 △64.9

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

21年3月期第2四半期 △0.42 ―
20年3月期第2四半期 4.27 ―

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

21年3月期第2四半期 8,876 2,601 29.3 177.34
20年3月期 8,613 2,766 32.1 188.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,601百万円 20年3月期  2,766百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 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 16,550 0.5 200 △36.7 230 △29.4 100 △43.0 6.81

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１.上記の業績予想は本資料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り予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は３ページ「【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  14,700,000株 20年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  31,420株 20年3月期  31,244株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  14,668,676株 20年3月期第2四半期  14,669,836株

―　1　―



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不
安を背景に株安・円高基調など海外経済が減速し、景気の後退色が一段と鮮明になってまいりました。個
人消費におきましても雇用者所得の伸び悩みやエネルギー・食料品価格の上昇などから、弱めの動きとな
っております。 
港湾物流業界におきましては、物流合理化の影響やユーザーの物流コスト削減要請が継続されるなど、

当グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況にありました。 
当グループはこのような状況下におきまして、新規顧客を中心に積極的な営業展開に努めました結果、

総取扱量は前年同期間比4.8％増加しましたが、売上高は81億34百万円余(対前年同期間14百万円余増)の
微増となりました。損益面につきましては、外注費比率が前年同期間比0.3ポイント増加したこと等によ
り営業総利益は前年同期間比7.7％減少し５億94百万円余(対前年同期間49百万円余減)、営業利益は前年
同期間比51.4％減の45百万円余(対前年同期間47百万円余減)、経常利益は35.1％減の68百万円余(対前年
同期間36百万円余減)となりました。特別損益では、投資有価証券評価損を71百万円余計上したことによ
り、四半期純損失６百万円余の計上となっております。 

  

各部門の概要は次のとおりであります。 

港湾運送部門におきましては、船積運送(輸出)は食料品、繊維製品、雑貨が減少したものの、機械機
器製品が増加したことにより、売上高は1.0％増(前年同期間比)となりました。陸揚運送(輸入)は、繊
維製品が減少し雑貨が増加したことにより取扱量は増加しましたが、顧客のコスト削減要請等により、
売上高は1.3％減（前年同期間比)となりました。船内荷役の売上高は14.3％減(前年同期間比)、その他
港湾関連は42.0％増（前年同期間比)となり、港湾運送事業収入は45億97百万円余(前年同期間比0.1％
減)の計上となりました。  

国際輸送部門におきましては、輸出は中国、インド、その他アジア向けの取扱いは増加しましたが、
北米、欧州向けの取扱いが減少し、輸出部門の売上は６億44百万円余(対前年同期間５百万円減)となっ
ております。輸入につきましては台湾、華南、華北からの取扱いが減少しましたが、華中、ミャンマ
ー、ベトナム、その他のアジアからの取扱い増加により、輸入部門の売上は23億23百万円余(対前年同
期間38百万円増)となっております。その結果、国際輸送事業の売上高は29億68百万円余(前年同期間比
1.1％増)の計上となりました。  

兼業事業部門におきましては、通関業の売上高は、輸出が前年同期間比0.4％増、また、輸入は2.0％
減となり、通関業売上高全体は1.4％減の計上となりました。倉庫業の売上高は前年同期間比28.0％
減、その他代理店業は4.6％減となり、兼業事業収入は５億68百万円余(前年同期間比2.0％減)の計上と
なりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億62百万円余増加し、88億76百万
円余となりました。流動資産は３億81百万円余増の36億９百万円余、固定資産は１億19百万円余減の52億
66百万円余であります。 
流動資産増加の主な要因は、売掛金と立替金の増加等によるものであります。 
固定資産減少の主な要因は、時価評価差額による投資有価証券の減少等によるものであります。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ６億12百万円余増加し、45億98百万円余となりました。固定負債

は、前連結会計年度末に比べ、１億85百万円余減少し16億76百万円余となりました。 
流動負債増加の主な要因は、短期借入金と営業未払金の増加等によるものであります。 
固定負債減少の主な要因は、長期借入金と退職給付引当金の減少等によるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ、１億65百万円余減少し、26億１百万円余となりました。これは、

利益剰余金とその他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。 
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により減少した資金は、１億５百万円余となりま

した。これは主に営業債務の増加１億57百万円余ありますが、営業債権の増加１億94百万円余、その他の
資産の増加１億45百万円余によるものであります。投資活動により減少した資金は１億53百万円余となり
ました。これは主に、その他の支出１億18百万円余によるものであります。財務活動により増加した資金
は３億19百万円余となりました。これは、長期借入金の返済による支出３億42百万円余ありますが、短期
借入金の純増加額４億50百万円と長期借入れによる収入３億円によるものであります。以上の結果、当第
２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より60百万円余増加し６億66百万円余と
なりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 港湾運送事業部門

(2) 国際輸送事業部門

(3) 兼業事業部門

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期の業績を勘案し、平成20年５月16日に公表いたしました平成21年３月期第２四半期連結累
計期間及び平成21年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は平成20年11月７日公表の「平
成21年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想の修正並びに平成21年３月期第２四半期末の有価証
券評価損に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 
  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 
② 税金費用の計算 

税金費用につきましては、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利
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、税金等調整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。また、見積実効税率を使用できない場合は、税金等調整前四半期
純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定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」に含めて表示しております。  

  

① 会計基準等の改正に伴う変更 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② リース取引に関する会計基準等の適用  
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正 平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正 平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期
連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま
す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。   
 これによる損益に与える影響はありません。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 666,908 606,135 

受取手形及び売掛金 2,146,435 1,953,747 

繰延税金資産 129,243 136,941 

立替金 567,867 447,534 

その他 101,855 88,430 

貸倒引当金 △2,904 △4,934 

流動資産合計 3,609,406 3,227,854 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,563,314 1,621,741 

機械装置及び運搬具（純額） 56,584 38,482 

工具、器具及び備品（純額） 12,708 11,651 

土地 1,156,869 1,156,869 

その他（純額） 7,134 － 

有形固定資産合計 2,796,610 2,828,745 

無形固定資産 

借地権 34,560 34,560 

その他 17,611 19,524 

無形固定資産合計 52,171 54,084 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,301,009 1,485,973 

差入保証金 819,621 732,176 

その他 381,781 367,507 

貸倒引当金 △84,536 △82,622 

投資その他の資産合計 2,417,877 2,503,034 

固定資産合計 5,266,659 5,385,864 

資産合計 8,876,065 8,613,719 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び営業未払金 1,664,822 1,507,145 

短期借入金 2,418,614 1,934,514 

未払法人税等 14,305 23,566 

賞与引当金 233,400 251,030 

その他 267,340 269,397 

流動負債合計 4,598,483 3,985,654 

固定負債 

長期借入金 1,103,625 1,179,782 

繰延税金負債 83,138 138,216 

退職給付引当金 428,775 485,766 

役員退職慰労引当金 54,976 57,548 

その他 5,658 － 

固定負債合計 1,676,173 1,861,313 

負債合計 6,274,657 5,846,968 

純資産の部 

株主資本 

資本金 735,000 735,000 

資本剰余金 170,427 170,427 

利益剰余金 1,482,312 1,576,641 

自己株式 △7,430 △7,386 

株主資本合計 2,380,309 2,474,682 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 230,856 313,473 

繰延ヘッジ損益 △9,757 △21,404 

評価・換算差額等合計 221,099 292,068 

純資産合計 2,601,408 2,766,751 

負債純資産合計 8,876,065 8,613,719 
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(2) 四半期連結損益計算書

(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業収入 

港湾運送事業収入 4,597,298 

国際輸送事業収入 2,968,308 

兼業事業収入 568,612 

営業収入合計 8,134,219 

営業費用 

港湾運送事業費 4,510,734 

国際輸送事業費 2,766,936 

兼業事業費 262,356 

営業費用合計 7,540,026 

営業総利益 594,192 

一般管理費 549,057 

営業利益 45,135 

営業外収益 

受取利息及び配当金 21,796 

持分法による投資利益 7,660 

その他 35,244 

営業外収益合計 64,701 

営業外費用 

支払利息 39,254 

その他 2,486 

営業外費用合計 41,741 

経常利益 68,095 

特別利益 

固定資産処分益 1,162 

貸倒引当金戻入額 2,063 

その他 399 

特別利益合計 3,625 

特別損失 

固定資産除売却損 386 

投資有価証券評価損 71,886 

特別損失合計 72,272 

税金等調整前四半期純損失（△） △552 

法人税等 5,702 

四半期純損失（△） △6,255 

トレーディア㈱(9365)平成21年３月期　第２四半期決算短信

―　6　―



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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損失（△） △552 

減価償却費 80,102 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △59,562 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △115 

受取利息及び受取配当金 △21,796 

支払利息 39,254 

持分法による投資損益（△は益） △7,660 

有形固定資産除売却損益（△は益） △776 

その他の損益（△は益） △94 

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,630 

投資有価証券評価損益（△は益） 71,886 

営業債権の増減額（△は増加） △194,601 

その他の資産の増減額（△は増加） △145,612 

営業債務の増減額（△は減少） 157,676 

その他の負債の増減額（△は減少） 21,739 

小計 △77,745 

利息及び配当金の受取額 21,796 

利息の支払額 △34,400 

法人税等の支払額 △15,289 

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,638 

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 △42,708 

有形固定資産の売却による収入 1,720 

無形固定資産の取得による支出 △3,675 

投資有価証券の取得による支出 △16,650 

投資有価証券の売却による収入 1,500 

貸付金の回収による収入 3,600 

その他の収入 21,255 

その他の支出 △118,454 

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,412 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △43 

短期借入金の純増減額（△は減少） 450,000 

長期借入金の返済による支出 △342,057 

長期借入れによる収入 300,000 

配当金の支払額 △88,074 

財務活動によるキャッシュ・フロー 319,824 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,773 

現金及び現金同等物の期首残高 606,135 

現金及び現金同等物の四半期末残高 666,908 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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) 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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前年同四半期に係る財務諸表 

(１)中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

科目
前中間連結会計期間

（平成19年４月～平成19年９月）

金額(千円)

Ⅰ 営業収入

  港湾運送事業収入 4,603,642

  国際輸送事業収入 2,935,530

  兼業事業収入 580,430

  営業収入合計 8,119,602

Ⅱ 営業費用

  港湾運送事業費 4,489,431

  国際輸送事業費 2,725,456

  兼業事業費 261,284

  営業費用合計 7,476,172

  営業総利益 643,430

Ⅲ 一般管理費 550,613

  営業利益 92,816

Ⅳ 営業外収益

  受取利息及び配当金 15,995

  賃貸料収入 18,201

  持分法による投資利益 10,719

  その他営業外収益 8,643

  営業外収益合計 53,560

Ⅴ 営業外費用

  支払利息 40,955

  貸倒損失 ―

  その他の営業外費用 564

  営業外費用合計 41,519

 経常利益 104,856

Ⅵ 特別利益

  固定資産処分益 ―

  投資有価証券売却益 ―

  役員退職金引当金戻入益 4,011

  その他の特別利益 1,496

  特別利益合計 5,508

Ⅶ 特別損失

  固定資産廃売却損 68

  投資有価証券売却損 167

  投資有価証券評価損 ―

  保証金清算損 1,132

  特別損失合計 1,367

  税金等調整前中間（当期）純利益 108,997

  法人税、住民税及び事業税 46,290

  法人税等調整額 ―

 中間（当期）純利益 62,707
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(２)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間
 (自 平成19年４月１日 
    至 平成19年９月30日)

科目 金額(千円)

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前中間純利益 108,997

 減価償却費 76,540

 退職給付引当金の増減額 △ 65,388

 貸倒引当金の増減額 △ 1,496

 賞与引当金の増減額 12,916

 受取利息及び受取配当金 △15,995

 支払利息 40,955

 持分法による投資損益 △ 10,719

 有形固定資産除売却損益 68

 その他の資産の売却損益 1,275

 投資有価証券売却損益 167

 投資有価証券評価損 ―

 営業債権の増減額 △ 229,745

 棚卸資産の増減額 △ 2,198

 その他の資産の増減額 △ 213,690

 営業債務の増減額 143,841
 その他の負債の増減額 20,516

 小計 △ 133,955

 利息及び配当金の受取額 15,995
 利息の支払額 △ 32,327
 法人税等の支払額 △ 58,986

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 209,273

Ⅱ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 △ 53,084

 有形固定資産の売却による収入 200

 投資有価証券の取得による支出 △ 3,522

 投資有価証券の売却による収入 829

 貸付金の回収による収入 3,600

 その他の投資の取得による支出 △ 8,784
 その他の投資の売却による収入 1,794

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 58,966

Ⅲ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 600,000

 長期借入金の返済による支出 △ 305,947

 長期借入れによる収入 150,000

 自己株式取得による支出 △ 79
 配当金の支払額 △ 88,082

 財務活動によるキャッシュ・フロー 355,891

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額 87,650

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 588,054

Ⅵ現金及び現金同等物の中間期末残高 675,705
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