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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 15,279 △7.2 △48 ― △23 ― △130 ―
20年3月期 16,471 △1.2 315 △42.6 325 △41.2 175 △44.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △8.89 ― △5.2 △0.3 △0.3
20年3月期 11.96 ― 6.1 3.7 1.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △18百万円 20年3月期  △1百万円

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 7,911 2,229 28.2 152.01
20年3月期 8,613 2,766 32.1 188.61

（参考） 自己資本   21年3月期  2,229百万円 20年3月期  2,766百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △45 △272 247 534
20年3月期 238 △138 △81 606

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 88 50.2 3.1
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 73 ― 2.9
22年3月期 

（予想）
― ― ― 5.00 5.00 183.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

7,120 △12.5 △125 ― △120 ― △80 ― △5.45

通期 15,040 △1.6 100 ― 110 ― 40 ― 2.72
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  33,064株 20年3月期  31,244株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 15,190 △7.3 △59 ― △13 ― △117 ―
20年3月期 16,389 △1.3 304 △43.3 317 △39.1 170 △40.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △8.03 ―
20年3月期 11.63 ―

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 7,895 2,229 28.2 151.92
20年3月期 8,598 2,754 32.0 187.63

（参考） 自己資本 21年3月期  2,229百万円 20年3月期  2,754百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。  

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

第2四半期 
累計期間

7,100 △12.1 △130 ― △125 ― △85 ― △5.79

通期 15,000 △1.3 90 ― 100 ― 35 ― 2.38

－　2　－



①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機が一層深刻化し、国内経済にも波

及し、設備投資の抑制や輸出産業を中心に企業収益の悪化をもたらしました。また、雇用や個人所得の

不安を背景に個人消費も低迷するなど景気の減速がさらに強まってまいりました。 

港湾物流業界におきましては、急激な景気後退と円高による輸出貨物の大幅な落ち込みや、国内消費

の減退による輸入量の減少により、厳しい状況が続いております。 

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活動による売上拡大を

図って参りましたが、総取扱量は前年同期比3.1％減少し、売上高は前年同期比7.2％減となり152億79

百万円余の計上となりました。 

損益面につきましても、外注費比率は前年同期比0.3ポイント減少しましたが売上高が大幅に減少し

たことにより、営業損失48百万円余、経常損失23百万円余の計上となりました。特別損益では、投資有

価証券評価損を１億36百万円余計上したことにより、当期純損失1億30百万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。 

（港湾運送事業部門） 

船積運送（輸出）の取扱量は機械機器製品、雑貨、繊維製品が減少したことにより12.0％減少（前年

同期比）し、売上高は15.9％減（前年同期比）となりました。 

陸揚運送（輸入）の取扱量は繊維製品が減少したものの雑貨が増加したことにより、2.3%増(前年同

期比)となりましたが、売上単価が下がり売上高は2.0％減（前年同期比）となりました。 

船内荷役の売上高は10.6％減（前年同期比）の１億40百万円余、その他港湾関連は6.7％増（前年同

期比）の93百万円余となり、港湾運送事業収入は86億25百万円余（前年同期比8.1％減）の計上となり

ました。 

（国際輸送事業部門） 

輸出は、インド向けは順調に推移いたしましたが、北米向けの建設機械、電気機器が大幅に減少した

ため、輸出部門の売上は10億97百万円余（対前年同期１億53百万円余減）となっております。 

輸入につきましては、国内消費の低迷を受け中国からの靴、雑貨が低調に推移し、輸入部門の売上は

44億87百万円余（対前年同期２億円余減）の計上となっております。 

その結果、国際輸送事業の売上高は55億84百万円余（前年同期比6.0％減）の計上となりました。 

（兼業事業部門） 

通関業の売上高は輸出が前年同期比11.1％減、輸入は4.4％減となり、通関業売上高全体は6.2％減の

計上となりました。倉庫業の売上高は前年同期比17.7％減、その他代理店業は14.5％減となり、兼業事

業収入は10億69百万円余（前年同期比6.7％減）の計上となりました。 

  

②次期の見通し 

今後の日本経済は、在庫調整が進展するにつれ景気悪化のテンポが緩やかになっていくことが予想さ

れますが、生産活動が極めて低い水準にあることなどから雇用・所得環境も大幅な調整が引き続き懸念

され先行きについては、当面悪化が続くものと思われます。また、米国・欧州の景気後退の深刻化、中

国をはじめとするアジア経済の鈍化が懸念されるなど、港湾物流業界における輸出入貨物の大幅な減少

が予想され、次期においては当社グループの事業環境が、更に厳しさが増すと思われます。 

このような状況下、中国・上海、シンセン、香港などの海外拠点における営業強化、パートナーとの

提携強化及び国内自社施設の有効利用を図り、グローバル物流事業を積極的に推進してまいります。  

 顧客のニーズに即応したサービスの提供と、内地加工作業や長期保管貨物の獲得・取扱品目の多様化

により集荷力を高め、売上の拡大に努める一方、業務の効率化によるコスト低減に取組み、業績の向上

を目指してまいります。  

 次期（平成22年３月期）の業績見通しについては、売上高150億40百万円、営業利益１億円、経常利

益１億10百万円、当期純利益40百万円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度に比べ２億８百万円減少し、30億19百万円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が２億68百万円減少したことによります。  

 固定資産は、前連結会計年度に比べ４億94百万円減少し、48億91万円となりました。これは主に時価

評価に伴う投資有価証券が６億69百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度に比べ７億２百万円減少し、79億11百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度に比べ３億10百万円増加し、42億96百万円となりました。これは主に短

期借入金が６億72百万円（１年以内返済の長期借入金含む）増加したことと、支払手形及び営業未払金

が２億27百万円減少したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度に比べ４億75百万円減少し、13億85百万円となりました。これは主に長

期借入金の返済３億36百万円、繰延税金負債が１億38百万円それぞれ減少したことなどによります。  

この結果、負債合計は前連結会計年度に比べ１億65百万円減少し、56億81百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ５億37百万円減少し、22億29百万円となりました。これは主に

利益剰余金が２億18百万円、その他有価証券評価差額金が３億29百万円それぞれ減少したことによりま

す。 

②連結キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、５億34百万

円となり、前連結会計年度末より71百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は

次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動による資金は45百万円の減少（前連結会計年度２億38百万円増加）となっ

ております。これは、主に減価償却費１億73百万円、営業債権の増減額２億64百万円による増加があり

ましたが、税金等調整前当期純損失１億30百万円と営業債務の増減額２億27百万円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） 

当連結会計年度の投資活動による資金は２億72百万円の減少（前連結会計年度１億38百万円減少）と
なっております。これは、主に貸付けによる支出79百万円と、その他投資資産の取得による減少１億45
百万円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） 

当連結会計年度の財務活動による資金は２億47百万円の増加（前連結会計年度81百万円減少）となっ

ております。これは、主に短期借入金７億20百万円の増加と、長期借入金の返済と借入れによる純減少

額３億84百万円によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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  

(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値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×期末発行済株式総数（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、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

４．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負債を対象としてお

ります。また、利払いにつきましては、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。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 32.6 32.1 28.2

時価ベースの自己資本比率 55.6 43.3 38.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

5.7 13.0 ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

6.5 3.5 ― 
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当社は、長期経営基盤の確立のため、収益の拡大を図り、財務体質の強化に努めるとともに、株主に

対する利益還元が経営の 重要課題の一つであると認識しております。配当につきましては、業績の状

況や経営環境などを総合的に勘案し安定的な配分を継続して行うことを基本方針としております。  

当事業年度の剰余金の配当（期末配当金年一回）につきましては、年度後半の急激な経営環境の悪化

により当期の業績が期初の業績目標を大きく下回ることとなりました。誠に申し訳なく存じますが、当

初公表より１円減配し１株当たり５円の配当とさせていただく予定です。  

 次期の配当につきましては、厳しい経済環境ではありますが、安定配当を継続して行うとの基本方針

により、１株当たり年間配当金５円とさせていただく予定であります。  

内部留保資金につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。 

  

特有の法的規制につきまして該当事項はありませんが、取引慣行としましては港湾物流業界における

立替金（輸入海上運賃、関税等）の慣行があり、新規取引先開拓の手段にもなっております。当連結会

計年度末時点での受取手形及び売掛金の残高16億85百万円に対し、立替金の残高４億33百万円と一般企

業と比較すると多く、運用資金面でのリスク及び貸倒債権となるリスクがあります。顧客の信用調査な

らびに早期回収に努めてはおりますが、当該リスクを回避できる保証はありません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 当社の企業集団は、トレーディア株式会社（当社）および子会社１社、関連会社５社より構成され

ており、港湾運送事業、国際輸送事業、兼業事業を営んでおります。 

  当社が営んでいる主な事業内容と各関連会社等の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

１．港湾運送事業 

Ａ．一般港湾運送事業 

荷主（輸出入貿易業者）または船舶運航業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾におけ

る船舶 からの受取若しくは荷主への引渡しまたは船舶により運送される貨物の港湾における船舶への

引渡し若しくは 荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し、または後続する船内荷役、はしけ

運送、沿岸荷役を一貫して行う事業でありまして、当社は神戸、大阪、名古屋、京浜港において業務か

ら荷役作業までを一貫責任体制で行っております。また、はしけ運送については広瀬産業海運株式会社

（関連会社）が行っております。  

Ｂ．貨物運送取扱業  

荷主の委託を受けて自動車、船舶による貨物運送の取扱いを行う事業でありまして、当社は外航海

運、内航海運、自動車運送の利用運送および取次事業について神戸、大阪、名古屋、横浜および東京に

おいて外航海運 業者、陸運業者ならびに内航業者に貨物運送の取次を行っております。 

阪神コンテナー輸送株式会社（関連会社）は上記陸運業者であり、海上コンテナーの輸送を行ってお

ります。また、三笠陸運株式会社（関連会社）は陸運業者であり、トラック運送を行っております。  

Ｃ．港湾荷役事業  

港湾において船舶若しくは「はしけ」により運送された貨物の上屋、その他荷さばき場への搬入、船

舶若しくは「はしけ」により運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場

における荷さ  

ばき若しくは保管を行う事業であり、当社は神戸および京浜港において事業を行っております。  

  

２．国際輸送事業  

海外各国の業者と業務提携を行い、日本と諸外国間外航海運の利用運送を行うとともに諸外国の内陸

運送、通関を含むドア・ツー・ドアの輸送を一貫して引受けるものであります。また、プラント海外建

設に関する輸送、現地諸手続業務を荷主から委託を受けて行っております。  

  

３．兼業事業  

Ａ．通関業  

輸出入貨物の税関における通関手続きの業務を神戸、大阪、名古屋、横浜、東京の各税関より許可を

受け行っております。  

Ｂ．倉庫業  

需要者の求めに応じ、貨物の保管およびこれに付帯する荷役作業を行い、寄託貨物にたいして倉荷証

券を発行する事業で、当社は神戸、大阪、名古屋、および横浜において港湾で取扱う貨物を主とし、保

管荷役作業を行っております。  

Ｃ．運送代理店業  

運送機関の業務を代行して運送契約の締結等の代理を行う事業で、当社は国際航空貨物の代理業務を

神戸、大阪、名古屋、横浜、東京において行っております。  

  

４．その他  

・ソーラー・エンタープライズ株式会社（関連会社）は、損害保険代理業を主な業務として営

んでおります。  

・株式会社忠和商会（関連会社）は、倉庫作業の請負を主な業務として営んでおります。 

・大日物流株式会社（連結子会社）は、派遣業を主な業務として営んでおります。 

2. 企業集団の状況
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。  

事業系統図  
 

当社グループは「国際物流業務を通して世界の産業とくらしに貢献する」ことを企業使命に掲げ経営

基盤を強化し、存在感のある事業体を目指すとともに顧客の課題を解決することにより付加価値の高い

サービスを提供することを基本としております。 

  

当社グループを取り巻く港湾物流業界は、流通形態の変革により今後の事業環境は大きく変化するも

のと思われます。当社グループといたしましては、この変化に即応できる効率的な体制づくりと物流の

合理化要請に対応できる商品、情報、サービスの提供をグローバルに取組み、積極的な営業展開による

収益の拡大に努めてまいります。 
  

当業界における、貨物量の大幅な増加は期待出来ず、業界内の価格競争は一段と厳しさを増すものと

思われます。当社グループは景気の動向や経営環境の変化に柔軟に対応し、継続的に安定した収益を確

保できる基盤を確立するため、一層の外注費の低減・固定費の削減に努め、経営資源の効率化や資産の

有効利用に取り組む一方、営業体制の見直しを行い、新規顧客の獲得と提案営業による既存顧客のシェ

ア拡大を図り、業績の向上に邁進する所存であります。 

３． 経 営 方 針 

１．経営の基本方針        

２．中長期的な経営戦略

３．会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 606,135 534,967 

受取手形及び売掛金 1,953,747 1,685,263 

たな卸資産 45,210 － 

繰延税金資産 136,941 168,070 

立替金 447,534 433,715 

その他 43,219 199,995 

貸倒引当金 △4,934 △2,344 

流動資産合計 3,227,854 3,019,668 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,183,615 6,195,024 

減価償却累計額 △4,561,874 △4,681,820 

建物及び構築物（純額） 1,621,741 1,513,204 

機械装置及び運搬具 470,464 494,740 

減価償却累計額 △431,981 △445,833 

機械装置及び運搬具（純額） 38,482 48,906 

工具、器具及び備品 84,664 87,020 

減価償却累計額 △73,013 △76,357 

工具、器具及び備品（純額） 11,651 10,663 

土地 1,156,869 1,156,869 

リース資産 － 112,274 

減価償却累計額 － △8,879 

リース資産（純額） － 103,395 

有形固定資産合計 ※1 2,828,745 ※1 2,833,038 

無形固定資産 

借地権 34,560 34,560 

その他 19,524 15,714 

無形固定資産合計 54,084 50,274 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 1,485,973 ※1, ※2 816,506 

差入保証金 732,176 819,745 

繰延税金資産 － 49,614 

その他 367,507 ※2 388,848 

貸倒引当金 △82,622 △66,320 

投資その他の資産合計 2,503,034 2,008,394 

固定資産合計 5,385,864 4,891,706 

資産合計 8,613,719 7,911,375 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び営業未払金 1,507,145 1,279,425 

短期借入金 ※1 1,934,514 ※1 2,606,934 

リース債務 － 23,378 

未払法人税等 23,566 4,271 

賞与引当金 251,030 168,750 

その他 269,397 213,598 

流動負債合計 3,985,654 4,296,357 

固定負債 

長期借入金 ※1 1,179,782 ※1 842,848 

リース債務 － 85,399 

繰延税金負債 138,216 － 

退職給付引当金 485,766 402,596 

役員退職慰労引当金 57,548 54,577 

固定負債合計 1,861,313 1,385,421 

負債合計 5,846,968 5,681,779 

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 1,576,641 1,358,028 

自己株式 △7,386 △7,763 

株主資本合計 2,474,682 2,255,692 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 313,473 △16,395 

繰延ヘッジ損益 △21,404 △9,701 

評価・換算差額等合計 292,068 △26,096 

純資産合計 2,766,751 2,229,595 

負債純資産合計 8,613,719 7,911,375 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収入 

港湾運送事業収入 9,386,816 8,625,239 

国際輸送事業収入 5,938,495 5,584,591 

兼業事業収入 1,146,432 1,069,323 

営業収入合計 16,471,744 15,279,153 

営業費用 

港湾運送事業費 9,038,928 8,579,496 

国際輸送事業費 5,520,360 5,161,033 

兼業事業費 510,366 504,802 

営業費用合計 15,069,656 14,245,333 

営業総利益 1,402,088 1,033,820 

一般管理費 ※1 1,086,092 ※1 1,082,740 

営業利益又は営業損失（△） 315,995 △48,919 

営業外収益 

受取利息及び配当金 28,794 52,046 

その他 67,139 76,243 

営業外収益合計 95,933 128,290 

営業外費用 

支払利息 81,795 77,683 

持分法による投資損失 1,604 18,425 

その他 2,741 6,503 

営業外費用合計 86,141 102,612 

経常利益又は経常損失（△） 325,787 △23,242 

特別利益 

固定資産処分益 ※2 511 ※2 1,494 

出資金売却益 － 6,515 

役員退職慰労引当金戻入額 8,023 798 

貸倒引当金戻入額 2,511 20,631 

特別利益合計 11,046 29,440 

特別損失 

固定資産除売却損 ※3 825 ※3 497 

投資有価証券売却損 167 73 

投資有価証券評価損 － 136,199 

保証金清算損 1,303 － 

特別損失合計 2,296 136,770 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

334,538 △130,572 

法人税、住民税及び事業税 101,261 6,816 

法人税等調整額 57,730 △6,849 

法人税等合計 158,992 △33 

当期純利益又は当期純損失（△） 175,545 △130,538 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 735,000 735,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 735,000 735,000 

資本剰余金 

前期末残高 170,427 170,427 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 170,427 170,427 

利益剰余金 

前期末残高 1,489,178 1,576,641 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

当期純利益又は当期純損失（△） 175,545 △130,538 

当期変動額合計 87,463 △218,613 

当期末残高 1,576,641 1,358,028 

自己株式 

前期末残高 △7,029 △7,386 

当期変動額 

自己株式の取得 △357 △376 

当期変動額合計 △357 △376 

当期末残高 △7,386 △7,763 

株主資本合計 

前期末残高 2,387,576 2,474,682 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

当期純利益又は当期純損失（△） 175,545 △130,538 

自己株式の取得 △357 △376 

当期変動額合計 87,105 △218,990 

当期末残高 2,474,682 2,255,692 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 593,070 313,473 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△279,597 △329,868 

当期変動額合計 △279,597 △329,868 

当期末残高 313,473 △16,395 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 16,816 △21,404 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△38,220 11,702 

当期変動額合計 △38,220 11,702 

当期末残高 △21,404 △9,701 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 609,887 292,068 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△317,818 △318,165 

当期変動額合計 △317,818 △318,165 

当期末残高 292,068 △26,096 

純資産合計 

前期末残高 2,997,464 2,766,751 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

当期純利益又は当期純損失（△） 175,545 △130,538 

自己株式の取得 △357 △376 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △317,818 △318,165 

当期変動額合計 △230,712 △537,155 

当期末残高 2,766,751 2,229,595 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

334,538 △130,572 

減価償却費 152,816 173,582 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △143,404 △86,140 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,476 △18,892 

受取利息及び受取配当金 △28,794 △52,046 

支払利息 81,795 77,683 

持分法による投資損益（△は益） 1,604 18,425 

有形固定資産除売却損益（△は益） 314 △997 

その他の損益（△は益） 1,446 △6,743 

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,853 △82,280 

投資有価証券売却損益（△は益） 167 73 

投資有価証券評価損益（△は益） － 136,199 

営業債権の増減額（△は増加） 83,126 264,386 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,104 － 

その他の資産の増減額（△は増加） 36,360 △29,174 

営業債務の増減額（△は減少） 945 △227,720 

その他の負債の増減額（△は減少） △68,454 △46,935 

小計 423,028 △11,152 

利息及び配当金の受取額 28,794 52,046 

利息の支払額 △68,931 △68,748 

法人税等の支払額 △143,959 △17,815 

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,931 △45,669 

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 △66,105 △72,936 

有形固定資産の売却による収入 1,000 2,220 

無形固定資産の取得による支出 175 △3,675 

投資有価証券の取得による支出 △22,878 △23,684 

投資有価証券の売却による収入 829 1,672 

貸付けによる支出 － △79,864 

貸付金の回収による収入 7,200 7,200 

その他の収入 2,670 41,734 

その他の支出 △61,829 △145,199 

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,937 △272,532 

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 △357 △376 

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 720,000 

長期借入金の返済による支出 △643,474 △684,514 

長期借入れによる収入 450,000 300,000 

配当金の支払額 △88,082 △88,074 

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,913 247,034 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,080 △71,167 

現金及び現金同等物の期首残高 588,054 606,135 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 606,135 ※1 534,967 
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該当事項はありません。 

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称  大日物流㈱

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称  大日物流㈱

２ 持分法の適用に関する事

項

(1)持分法を適用した関連会社数 ５社

 会社等の名称 阪神コンテナー輸送㈱

       三笠陸運㈱

       広瀬産業海運㈱

       ソーラー・エンタープ

ライズ㈱

       ㈱忠和商会

(1)持分法を適用した関連会社数 ５社

会社等の名称 阪神コンテナー輸送㈱  

       三笠陸運㈱

       広瀬産業海運㈱

       ソーラー・エンタープ

ライズ㈱

      ㈱忠和商会

(2)持分法を適用しない関連会社のうち

主要な会社等の名称

海盟国際物流(深圳)有限公司
持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当期
純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用から除外
しております。

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は、連結財務諸

表提出会社と同一であります。

同左

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

 ①有価証券

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

 ①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの……連結会計期

間末日前１ヶ月の市場価格等の

平均価格に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの…… 

     移動平均法による原価法

   時価のないもの

同左

 ②デリバティブ 

   時価法

 ②デリバティブ

同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法

 ①有形固定資産

   定率法、但し新山下倉庫の建物

及び構築物、平成10年４月１日

以降の取得建物(建物附属設備

は除く)については定額法を採

用しております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりでありま

す。

    建物及び構築物  ４～65年

    機械装置及び車両運搬具

             ２～12年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法

 ①有形固定資産(リース資産を除く)

   定率法、但し新山下倉庫の建物

及び構築物、平成10年４月１日

以降の取得建物(建物附属設備

は除く)については定額法を採

用しております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりでありま

す。

    建物及び構築物  ４～65年

    機械装置及び車両運搬具

             ２～12年
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当連結会計年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

 これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が762千円それぞれ減少しておりま

す。

 

(追加情報) 

 当連結会計年度から、平成19年３月

31日以前に取得したものについては、

償却可能額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によって

おります。 

 当該変更に伴う損益に与える影響額

は9,357千円減であります。

(追加情報) 

 当社の機械装置の耐用年数について

は、当連結会計年度より、法人税法の

改正を契機として見直しを行い、一部

の機械装置について耐用年数を変更し

ております。 

 これによる損益にあたえる影響は軽

微であります。

 ②無形固定資産

   定額法

   なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

 ②無形固定資産(リース資産を除く)

同左

 ③リース資産

  所有権移転外リース取引に係るリ

ース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(3)重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

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債

権の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。

(3)重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

  ②賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、将来の支給見込

額のうち当期の負担額を計上して

おります。

 ②賞与引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  ③退職給付引当金

  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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。  

会計基準変更時差異(2,642,612千

円)は、15年による均等額(連結子

会社は退職給付制度はありませ

ん)を費用処理しております。数

理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分し

た金額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。

 ③退職給付引当金

同左

 ④役員退職慰労引当金

  役員退職金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

 ④役員退職慰労引当金

同左

(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。

(4)重要なリース取引の処理方法

──

(5)重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップについて

は特例処理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しておりま

す。

(5)重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ａ.ヘッジ手段：通貨オプション

          及び為替予約

    ヘッジ対象：外貨建予定取引

  ｂ.ヘッジ手段：金利スワップ

    ヘッジ対象：借入金

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

  ヘッジ対象の範囲内で、将来の為

替相場の変動によるリスク及び金

利変動リスクを軽減する目的のみ

で、ヘッジ手段を利用しておりま

す。

 ③ヘッジ方針

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ④ヘッジ有効性評価の方法

  通貨オプション及び為替予約につ

いては取引すべてが将来の外貨建

取引の範囲内で行うものであり、

実行の可能性が極めて高いため、

有効性の判定は省略しておりま

す。また、金利スワップについて

は、特例処理を採用しているた

め、有効性の判定を省略しており

ます。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

  消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

(6)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、重要性がないものについて

は、発生時に一括償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引出し可能な預金及び容易

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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

―――

(リース取引に関する会計基準等)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取

引に関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年

６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日

改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用しております。  

 なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正

適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりです。

有形固定資産 1,760,938千円

投資有価証券 993,833千円

計 2,754,772千円

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりです。

有形固定資産 1,717,212千円

投資有価証券 474,751千円

計 2,191,963千円

   担保付債務は次のとおりです。

短期借入金 1,100,000千円

長期借入金 1,364,454千円

計 2,464,454千円

   担保付債務は次のとおりです。

短期借入金 1,720,000千円

長期借入金 1,154,665千円

計 2,874,665千円

 

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりです。

投資有価証券(株式) 153,176千円

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりです。

投資有価証券(株式) 147,750千円

投資その他の資産「その他」 
（出資金）

70,783千円

 

 ３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

し債務保証を行っています。

阪神コンテナー輸送㈱ 33,300千円

神戸港島港運協同組合 340,250千円

   (同組合員３社と連帯保証)

三笠陸運㈱ 8,000千円

 

 ３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

し債務保証を行っています。

阪神コンテナー輸送㈱ 20,500千円

神戸港島港運協同組合 357,500千円

   (同組合員３社と連帯保証)

三笠陸運㈱ 2,000千円

 ４ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関４行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

    当連結会計年度末における貸出コミットメント

に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入金実行残高 900,000千円

差引額 100,000千円

 ４ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関４行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

    当連結会計年度末における貸出コミットメント

に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入金実行残高 1,000,000千円

差引額 ─ 千円

 ５ 受取手形割引高 44,345千円  ５                    ───

 ６ 前期まで、「たな卸資産」で区分掲記しておりま

した仕掛作業支出金40,456千円は、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 一般管理費のうち主要な項目は、次のとおりであ

ります。

給料手当 390,346千円

退職給付費用 54,694千円

※１ 一般管理費のうち主要な項目は、次のとおりであ

ります。

給料手当 365,014千円

退職給付費用 55,160千円

※２ 固定資産処分益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 511千円

※２ 固定資産処分益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1,494千円

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 642千円

機械装置及び車両運搬具 107千円

工具、器具及び備品 75千円

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 117千円

機械装置及び車両運搬具 85千円

工具、器具及び備品 295千円

 ４ 研究開発費の総額

   記載すべき事項はありません。

 ４ 研究開発費の総額

   記載すべき事項はありません。
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（変動事由の概要） 

株式数の増加1,241株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

 
  

 
（変動事由の概要） 

株式数の増加1,820株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 14,700,000 ― ― 14,700,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,003 1,241 ― 31,244

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 88,082 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 88,074 6 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 14,700,000 ─ ─ 14,700,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 31,244 1,820 ─ 33,064

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 88,074 6 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 73,386 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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同一セグメントでありますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期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

現金及び預金勘定 606,135千円

現金及び現金同等物 606,135千円

※１ 現金及び現金同等物の期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

現金及び預金勘定 534,967千円

現金及び現金同等物 534,967千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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・リース取引
ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容 

 有形固定資産

主として、倉庫内作業用の荷役機械（機械装置

及び運搬具）、ホストコンピュータ及び端末機

（工具、器具及び備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定

額法によっております。

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

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

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

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車両運搬具 125,208 70,105 55,102

工具器具備品 272,691 122,502 150,189

合計 397,899 192,607 205,292

 

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 98,868 66,328 32,539

工具器具備品 236,817 139,126 97,691

合計 335,685 205,454 130,230

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 72,384千円

１年超 132,907千円

合計 205,292千円
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 54,429千円

１年超 75,801千円

合計 130,230千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 82,782千円

減価償却費相当額 82,782千円

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 71,645千円

減価償却費相当額 71,645千円

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を零とする定額法

によっております。

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を零とする定額法

によっております。
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(注) 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。 

  

  

 １ 関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

 
(注) 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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(関連当事者情報)

Ⅰ 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)
   子会社等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連 
会社

阪神 
コンテナー
輸送㈱

神戸市 
中央区

75,000
海上 
コンテナー
陸運業者

直接 50 兼任２名
営業業務
の一部 
委託

海上コンテ
ナー輸送

753,514
営業 
未払金

119,644

債務保証 33,300 ― ―

Ⅱ 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

種類
会社等の名称 
 又は氏名

所在地
資本金又 
 は出資金 
 (千円)

事業の内容
 又は職業

議決権等
 の所有 
 (被所有)
割合(％)

関連当事者
 との関係

取引の内容
取引金額 
 (千円)

科目
期末残高
 (千円)

関連  

会社

阪神  

コンテナー輸

送㈱

神戸市  

中央区
75,000

海上  

コンテナー 

陸運業者

50

営業業務の

一部委託 

役員の兼任

海上コンテ

ナー輸送
659,588 営業未払金 81,135

関連  

会社

ソ ー ラ ー・エ

ンタープライ

ズ㈱

神戸市  

中央区
25,000 保険代理業 25

営業業務の

一部委託  

役員の兼任

資金の貸付 ─
長期貸付金 

  (注)2
84,175

関連  

会社

海盟国際物流

(香港)有限公

司

中国香港 135
総合国際複

合輸送業
45

国際輸送提

携 

役員の兼任

資金の貸付 79,864 短期貸付金 79,864
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳
(繰延税金資産)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 

①流動資産

賞与引当金 100,412千円

未払事業所税 3,275千円

未払事業税 3,940千円

未払費用 13,584千円

貸倒引当金 237千円

繰延ヘッジ損益 14,269千円

その他 1,221千円

繰延税金資産合計(流動) 136,941千円
 

①流動資産

賞与引当金 67,500千円

未払事業所税 3,191千円

未払費用 9,251千円

貸倒引当金 1,470千円

繰延ヘッジ損益 6,467千円

繰越欠損金 79,195千円

その他 993千円

繰延税金資産合計(流動) 168,070千円

 

②固定資産

退職給付引当金 194,306千円

役員退職慰労引当金 23,019千円

その他 35,242千円

繰延税金資産合計(固定) 252,568千円

②固定資産

退職給付引当金 161,038千円

役員退職慰労引当金 21,830千円

投資有価証券評価損 22,057千円

その他有価証券評価差額金 10,930千円

その他 27,391千円

繰延税金資産小計(固定) 243,249千円

評価性引当額 △22,057千円

繰延税金資産合計(固定) 221,191千円

(繰延税金負債) (繰延税金負債)

 

 

①固定負債

その他有価証券評価差額金 △208,982千円

買換資産積立金 △181,802千円

繰延税金負債合計(固定) △390,784千円

繰延税金資産の純額(流動) 136,941千円

繰延税金負債の純額(固定) △138,216千円

繰延税金(資産)負債の純額 △1,274千円

 

 

①固定負債

買換資産積立金 △171,577千円

繰延税金負債合計(固定) △171,577千円

繰延税金資産の純額(流動) 168,070千円

繰延税金資産の純額(固定) 49,614千円

繰延税金資産(負債)の純額 217,685千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳
                    (単位:％)

法定実効税率 40.0

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.4

住民税均等割等 1.3

その他 0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.5

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上され
ているため差異の明細を記載しておりません。
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     該当事項はありません。 

  

  

 
  

 
  

 
  

     該当事項はありません。 

  

  

 
  

 
  

 
  

すべてのデリバティブ取引について、ヘッジ会計を適用していますので、記載を省略しておりま

す。 

(有価証券関係)

Ⅰ 前連結会計年度末

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの (平成20年３月31日)

 ２ その他有価証券で時価のあるもの (平成20年３月31日)

種類
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 573,171 1,157,507 584,336

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 204,943 143,062 △61,880

合計 778,115 1,300,570 522,455

 ３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

     売却額 829千円 売却損の合計額 167千円

 ４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 (平成20年３月31日)

     その他有価証券 非上場株式 32,226千円

Ⅱ 当連結会計年度末

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの (平成21年３月31日)

 ２ その他有価証券で時価のあるもの (平成21年３月31日)

種類
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 83,383 184,353 100,969

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 718,169 453,675 △264,494

合計 801,553 638,028 △163,524

 ３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

     売却額 1,672千円 売却損の合計額 73千円

 ４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 (平成21年３月31日)

     その他有価証券 非上場株式 30,726千円

(デリバティブ取引関係)
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当社(連結子会社は退職給付制度はありません。)は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。 

  

 
  

 
  

 

  

  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

イ 退職給付債務 △3,276,377千円 △3,032,141千円

ロ 年金資産 1,182,288千円 969,310千円

ハ 未積立退職給付債務 △2,094,089千円 △2,062,831千円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 1,233,220千円 1,057,046千円

ホ 未認識の数理計算上の差異 375,104千円 603,190千円

ヘ 退職給付引当金 △485,766千円 △402,596千円

３ 退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

イ 勤務費用 121,151千円 113,343千円

ロ 利息費用 90,340千円 81,909千円

ハ 期待運用収益 △41,252千円 △35,469千円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 176,174千円 176,174千円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 61,112千円 83,936千円

ヘ 退職給付費用 407,525千円 419,893千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ 割引率 2.5％ 2.5％

ハ 期待運用収益率 3.0％ 3.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年 10年

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定

額法により、翌期から費用処理

することとしております。

同左

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年

トレーディア㈱(9365)　平成21年３月期決算短信

－　25　－



 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株あたり当期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額又は１株あたり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 188.61円 １株当たり純資産額 152.01円

１株当たり当期純利益金額 11.96円 １株当たり当期純損失金額 8.89円

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 175,545 △130,538

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

175,545 △130,538

普通株式の期中平均株式数(千株) 14,669 14,668

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 592,054 520,603 

受取手形 38,195 76,226 

売掛金 ※3 1,907,314 ※3 1,603,479 

仕掛作業支出金 ※1 45,210 － 

前払費用 13,514 16,151 

繰延税金資産 136,941 168,070 

関係会社短期貸付金 40,000 116,864 

立替金 447,226 433,732 

その他 ※3 29,286 ※1, ※3 103,862 

貸倒引当金 △4,934 △2,344 

流動資産合計 3,244,810 3,036,646 

固定資産 

有形固定資産 

建物 5,979,745 5,989,615 

減価償却累計額 △4,374,332 △4,491,289 

建物（純額） 1,605,412 1,498,326 

構築物 203,870 205,409 

減価償却累計額 △187,541 △190,531 

構築物（純額） 16,328 14,878 

機械及び装置 230,882 230,882 

減価償却累計額 △218,954 △221,593 

機械及び装置（純額） 11,928 9,289 

車両運搬具 239,581 263,857 

減価償却累計額 △213,027 △224,240 

車両運搬具（純額） 26,554 39,616 

工具、器具及び備品 84,664 87,020 

減価償却累計額 △73,013 △76,357 

工具、器具及び備品（純額） 11,651 10,663 

土地 1,156,869 1,156,869 

リース資産 － 112,274 

減価償却累計額 － △8,879 

リース資産（純額） － 103,395 

有形固定資産合計 ※2 2,828,745 ※2 2,833,038 

無形固定資産 

借地権 34,560 34,560 

ソフトウエア 7,203 3,449 

電話加入権 12,111 12,111 

その他 133 77 

無形固定資産合計 54,008 50,198 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 1,332,796 ※2 668,755 

関係会社株式 95,250 95,250 

出資金 203,862 149,850 

関係会社出資金 － 70,783 

長期貸付金 2,340 2,340 

関係会社長期貸付金 117,680 105,920 

破産更生債権等 1,422 5,520 

長期前払費用 34,167 22,859 

差入保証金 732,176 819,745 

繰延税金資産 － 50,614 

その他 33,699 50,452 

貸倒引当金 △82,622 △66,320 

投資その他の資産合計 2,470,772 1,975,770 

固定資産合計 5,353,526 4,859,006 

資産合計 8,598,336 7,895,653 

負債の部 

流動負債 

支払手形 ※3 113,077 ※3 109,333 

営業未払金 ※3 1,390,418 ※3 1,169,102 

短期借入金 ※2 1,300,000 ※2 2,020,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 634,514 ※2 586,934 

リース債務 － 23,378 

未払金 17,796 3,148 

未払事業所税 8,188 7,978 

未払法人税等 22,258 3,030 

未払費用 ※3 105,235 ※3 86,785 

前受収益 2,373 2,638 

預り金 103,083 83,116 

賞与引当金 251,030 168,750 

その他 35,674 16,169 

流動負債合計 3,983,649 4,280,363 

固定負債 

長期借入金 ※2 1,165,102 ※2 842,848 

財団抵当借入金 ※2 14,680 － 

リース債務 － 85,399 

繰延税金負債 137,216 － 

退職給付引当金 485,766 402,596 

役員退職慰労引当金 57,548 54,577 

固定負債合計 1,860,313 1,385,421 

負債合計 5,843,963 5,665,785 

トレーディア㈱(9365)　平成21年３月期決算短信

－　28　－



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 735,000 735,000 

資本剰余金 

資本準備金 170,427 170,427 

資本剰余金合計 170,427 170,427 

利益剰余金 

利益準備金 183,750 183,750 

その他利益剰余金 

買換資産積立金 272,703 257,365 

別途積立金 800,000 900,000 

繰越利益剰余金 304,586 13,961 

利益剰余金合計 1,561,040 1,355,077 

自己株式 △4,163 △4,540 

株主資本合計 2,462,304 2,255,964 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 313,473 △16,395 

繰延ヘッジ損益 △21,404 △9,701 

評価・換算差額等合計 292,068 △26,096 

純資産合計 2,754,373 2,229,867 

負債純資産合計 8,598,336 7,895,653 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収入 

港湾運送事業収入 9,304,775 8,536,217 

国際輸送事業収入 5,938,495 5,584,591 

兼業事業収入 1,146,432 1,069,323 

営業収入合計 16,389,704 15,190,132 

営業費用 

港湾運送事業費 8,974,838 8,506,460 

国際輸送事業費 5,524,464 5,165,173 

兼業事業費 514,851 509,122 

営業費用合計 15,014,154 14,180,757 

営業総利益 1,375,550 1,009,375 

一般管理費 

役員報酬及び給料手当 466,318 456,669 

賞与引当金繰入額 38,315 27,900 

退職給付費用 54,694 55,160 

福利厚生費 76,982 70,495 

旅費及び交通費 45,161 46,906 

事業所税 6,700 6,500 

賃借料 64,198 69,606 

減価償却費 14,560 19,422 

その他 304,074 316,379 

一般管理費合計 1,071,005 1,069,040 

営業利益又は営業損失（△） 304,544 △59,665 

営業外収益 

受取利息 4,194 3,863 

受取配当金 25,718 49,161 

業務受託料 11,395 8,352 

受取賃貸料 ※4 35,402 ※4 37,724 

その他 20,830 31,334 

営業外収益合計 97,541 130,436 

営業外費用 

支払利息 81,795 77,683 

貸倒損失 1,188 5,345 

その他 1,552 1,158 

営業外費用合計 84,536 84,187 

経常利益又は経常損失（△） 317,549 △13,415 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産処分益 ※1 511 ※1 1,494 

出資金売却益 － 6,515 

貸倒引当金戻入額 2,511 20,631 

役員退職慰労引当金戻入額 8,023 798 

特別利益合計 11,046 29,440 

特別損失 

固定資産売却損 ※2 107 ※2 67 

固定資産廃棄損 ※3 718 ※3 430 

投資有価証券売却損 － 73 

投資有価証券評価損 － 136,199 

保証金清算損 1,132 － 

特別損失合計 1,957 136,770 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 326,638 △120,745 

法人税、住民税及び事業税 98,085 3,992 

法人税等調整額 57,730 △6,849 

法人税等合計 155,816 △2,856 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,821 △117,888 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 735,000 735,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 735,000 735,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 170,427 170,427 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 170,427 170,427 

資本剰余金合計 

前期末残高 170,427 170,427 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 170,427 170,427 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 183,750 183,750 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 183,750 183,750 

その他利益剰余金 

買換資産積立金 

前期末残高 289,081 272,703 

当期変動額 

買換資産積立金の取崩 △16,377 △15,337 

当期変動額合計 △16,377 △15,337 

当期末残高 272,703 257,365 

別途積立金 

前期末残高 600,000 800,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 200,000 100,000 

当期変動額合計 200,000 100,000 

当期末残高 800,000 900,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 405,470 304,586 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

買換資産積立金の取崩 16,377 15,337 

別途積立金の積立 △200,000 △100,000 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,821 △117,888 

当期変動額合計 △100,883 △290,625 

当期末残高 304,586 13,961 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,478,301 1,561,040 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

買換資産積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,821 △117,888 

当期変動額合計 82,739 △205,963 

当期末残高 1,561,040 1,355,077 

自己株式 

前期末残高 △3,806 △4,163 

当期変動額 

自己株式の取得 △357 △376 

当期変動額合計 △357 △376 

当期末残高 △4,163 △4,540 

株主資本合計 

前期末残高 2,379,922 2,462,304 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,821 △117,888 

自己株式の取得 △357 △376 

当期変動額合計 82,381 △206,340 

当期末残高 2,462,304 2,255,964 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 593,070 313,473 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △279,597 △329,868 

当期変動額合計 △279,597 △329,868 

当期末残高 313,473 △16,395 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 16,816 △21,404 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,220 11,702 

当期変動額合計 △38,220 11,702 

当期末残高 △21,404 △9,701 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 609,887 292,068 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △317,818 △318,165 

当期変動額合計 △317,818 △318,165 

当期末残高 292,068 △26,096 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 2,989,810 2,754,373 

当期変動額 

剰余金の配当 △88,082 △88,074 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,821 △117,888 

自己株式の取得 △357 △376 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △317,818 △318,165 

当期変動額合計 △235,436 △524,505 

当期末残高 2,754,373 2,229,867 
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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)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

  時価のあるもの……期末前１ヶ月

の市場価格等の平均価格

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

②その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの……移動平均法に

よる原価法

  時価のないもの

同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

   時価法によっております。

デリバティブ

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

①有形固定資産

  定率法、但し新山下倉庫の建物及

び構築物、平成10年４月１日以降

の取得建物(建物附属設備は除く)

については定額法を採用しており

ます。なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

    建物及び構築物  ４～65年

    機械装置及び車両運搬具

             ２～12年

①有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法、但し新山下倉庫の建物及

び構築物、平成10年４月１日以降

の取得建物(建物附属設備は除く)

については定額法を採用しており

ます。なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

    建物及び構築物  ４～65年

    機械装置及び車両運搬具

             ２～12年

 (会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業利益、経

常利益、及び税引前当期純利益がそれ

ぞれ762千円減少しております。

 (追加情報) 

 当事業年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によって

おります。 

 当該変更に伴う損益に与える影響額

は、9,357千円であります。

(追加情報) 

当社の機械装置の耐用年数について

は、当事業年度より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、一部の機

械装置について耐用年数を変更してお

ります。  

 これによる損益にあたえる影響は軽

微であります。
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

②無形固定資産

  定額法

  なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法によってお
ります。

４ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

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債

権の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。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、将来の支給見込

額のうち当期の負担額を計上して

おります。

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

  従業員の退職給付の支出に備える

ため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。会計基

準変更時差異(2,642,612千円)

は、15年による均等額を費用処理

しております。数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より按分した金額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

③退職給付引当金

同左

④役員退職慰労引当金

  役員退職金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

④役員退職慰労引当金

同左

５ 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。

──

６ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップについて

は特例処理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しておりま

す。

①ヘッジ会計の方法

同左

トレーディア㈱(9365)　平成21年３月期決算短信

－　36　－



 
  

【会計処理の変更】 

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ａ.ヘッジ手段：通貨オプション

          及び為替予約

    ヘッジ対象：外貨建予定取引

  ｂ.ヘッジ手段：金利スワップ

    ヘッジ対象：借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  ヘッジ対象の範囲内で、将来の為

替相場の変動によるリスク及び金

利変動リスクを軽減する目的のみ

で、ヘッジ手段を利用しておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

  通貨オプション及び為替予約につ

いては取引すべてが将来の外貨建

取引の範囲内で行うものであり、

実行の可能性が極めて高いため、

有効性の判定は省略しておりま

す。また、金利スワップについて

は、特例処理を採用しているた

め、有効性の判定を省略しており

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

―――

(リース取引に関する会計基準等)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年６月

17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改

正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用しております。  

 なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正

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、引き続き通常の賃貸借処理に準じた方法に

よっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 仕掛作業支出金は期末現在における仕掛中の作業

に要した費用であります。

※１ 前事業年度まで区分掲記しておりました仕掛作業

支出金40,456千円は、金額が僅少であることから

流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２ 担保資産及び担保付債務

  イ 担保に供している資産は次のとおりです。

   ①下記の固定資産をもって港湾運送事業財団を組

成し抵当権を設定しています。

建物 463,633千円(簿価)

構築物 589千円( 〃 )

機械及び装置 152千円( 〃 )

工具、器具及び備品 116千円( 〃 )

土地 306,648千円( 〃 )

合計 771,139千円( 〃 )

※２ 担保資産及び担保付債務

  イ 担保に供している資産は次のとおりです。

   ①下記の固定資産をもって港湾運送事業財団を組

成し抵当権を設定しています。

建物 430,423千円(簿価)

構築物 766千円( 〃 )

機械及び装置 114千円( 〃 )

工具、器具及び備品 83千円( 〃 )

土地 306,648千円( 〃 )

合計 738,035千円( 〃 )

   ②下記の固定資産をもって不動産抵当権を設定し

ています。

建物 142,425千円(簿価)

構築物 242千円( 〃 )

機械及び装置 870千円( 〃 )

土地 846,259千円( 〃 )

合計 989,798千円( 〃 )

   ②下記の固定資産をもって不動産抵当権を設定し

ています。

建物 132,059千円(簿価)

構築物 204千円( 〃 )

機械及び装置 653千円( 〃 )

土地 846,259千円( 〃 )

合計 979,177千円( 〃 )

   ③投資有価証券

993,833千円

   ③投資有価証券

474,751千円

  ロ 担保付債務は次のとおりです。

    上記の港湾運送事業財団抵当及び不動産抵当並

びに投資有価証券をもって下記の借入金の担保

に供しています。

    なお長期借入金には、１年以内返済予定の長期

借入金を含んでおります。

短期借入金 1,100,000千円

長期借入金 1,364,454千円

合計 2,464,454千円

  ロ 担保付債務は次のとおりです。

    上記の港湾運送事業財団抵当及び不動産抵当並

びに投資有価証券をもって下記の借入金の担保

に供しています。

    なお長期借入金には、１年以内返済予定の長期

借入金を含んでおります。

短期借入金 1,720,000千円

長期借入金 1,154,665千円

合計 2,874,665千円

※３ 関係会社に対する債権・債務

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

営業未払金 200,488千円

売掛金 1,150千円

支払手形 11,205千円

未払費用 13,109千円

※３ 関係会社に対する債権・債務

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

営業未払金 210,776千円

売掛金 6,962千円

支払手形 10,618千円

未払費用 12,692千円
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前事業年度  
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

 ４ 偶発債務

   下記会社の借入金に対して債務保証を行っていま

す。

阪神コンテナー輸送㈱ 33,300千円

神戸港島港運協同組合 340,250千円

    (同組合員３社と連帯保証)

三笠陸運㈱ 8,000千円

 

 ４ 偶発債務

   下記会社の借入金に対して債務保証を行っていま

す。

阪神コンテナー輸送㈱ 20,500千円

神戸港島港運協同組合 357,500千円

    (同組合員３社と連帯保証)

三笠陸運㈱ 2,000千円

 ５ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関４行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

    当事業年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入金実行残高 900,000千円

差引額 100,000千円

 ５ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関４行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

    当事業年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入金実行残高 1,000,000千円

差引額 - 千円

 ６ 受取手形割引高

44,345千円

 ６ 

               ───

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 固定資産処分益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 511千円

合計 511千円

※１ 固定資産処分益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1,494千円

合計 1,494千円

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 107千円

合計 107千円

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 67千円

合計 67千円

 

※３ 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

建物 642千円

工具、器具及び備品 75千円

合計 718千円

※３ 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

建物 90千円

構築物 26千円

車両運搬具 18千円

工具、器具及び備品 295千円

合計 430千円

※４ 関係会社に係る注記

受取賃貸料 7,173千円

※４ 関係会社に係る注記

受取賃貸料 9,069千円

 ５ 研究開発費の総額

    記載すべき事項はありません。

 ５ 研究開発費の総額

    記載すべき事項はありません。
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  （変動事由の概要） 

  株式数の増加 1,241株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 
  （変動事由の概要） 

  株式数の増加  1,820株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

Ⅰ 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 19,626 1,241 ― 20,867

Ⅱ 当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 20,867 1,820 ─ 22,687

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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・リース取引

ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容  

 有形固定資産

主として、倉庫内作業用の荷役機械（機械装置

及び運搬具）、ホストコンピュータ及び端末機

（工具、器具及び備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする

定額法によっております。

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

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

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

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車両運搬具 125,208 70,105 55,102

工具器具備品 272,691 122,502 150,189

合計 397,899 192,607 205,292

所得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 98,868 66,328 32,539

工具器具備品 236,817 139,126 97,691

合計 335,685 205,454 130,230

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 72,384千円

１年超 132,907千円

合計 205,292千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 54,429千円

１年超 75,801千円

合計 130,230千円

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 82,782千円

減価償却費相当額 82,782千円

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 71,645千円

減価償却費相当額 71,645千円

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を零とする定額法

によっております。

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を零とする定額法

によっております。
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳
(繰延税金資産)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 

①流動資産

賞与引当金 100,412千円

未払事業所税 3,275千円

未払事業税 3,940千円

未払費用 13,584千円

貸倒引当金 237千円

繰延ヘッジ損益 14,269千円

その他 1,221千円

繰延税金資産合計(流動) 136,941千円
 

①流動資産

賞与引当金 67,500千円

未払事業所税 3,191千円

未払費用 9,251千円

貸倒引当金 1,470千円

繰延ヘッジ損益 6,467千円

繰越欠損金 79,195千円

その他 993千円

繰延税金資産合計(流動) 168,070千円

 

②固定資産

退職給付引当金 194,306千円

役員退職慰労引当金 23,019千円

その他 36,242千円

繰延税金資産合計(固定) 253,568千円

②固定資産

退職給付引当金 161,038千円

役員退職慰労引当金 21,830千円

投資有価証券評価損 22,057千円

その他有価証券評価差額金 10,930千円

その他 28,391千円

繰延税金資産小計(固定) 244,249千円

評価性引当額 △22,057千円

繰延税金資産合計(固定) 222,191千円

(繰延税金負債) (繰延税金負債)

 

 

①固定負債

その他有価証券評価差額金 △208,982千円

買換資産積立金 △181,802千円

繰延税金負債合計(固定) △390,784千円

繰延税金資産の純額(流動) 136,941千円

繰延税金負債の純額(固定) △137,216千円

繰延税金(資産)負債の純額 △274千円

 

 

①固定負債

買換資産積立金 △171,577千円

繰延税金負債合計(固定) △171,577千円

繰延税金資産の純額(流動) 168,070千円

繰延税金資産の純額(固定) 50,614千円

繰延税金資産(負債)の純額 218,685千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳
                    (単位:％)

法定実効税率 40.0

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.6

住民税均等割等 1.2

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.7

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため
差異の明細を記載しておりません。
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 187.63円 １株当たり純資産額 151.92円

１株当たり当期純利益金額 11.63円 １株当たり当期純損失金額 8.03円

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 170,821 △117,888

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

170,821 △117,888

普通株式の期中平均株式数(千株) 14,679 14,678

(重要な後発事象)
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下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。 

①代表者の異動  

該当事項はありません。  

  

②その他の役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

人事 

 
  

  

  

  

6. その他

（役員の異動）

取締役 営業本部長 鈴 木 安 雄 (現 取締役 神戸支店長 兼 大阪営業所所長)

取締役
神戸支店長 
  兼 
大阪営業所所長

貝 田 由 章 (現 取締役 神戸支店次長)
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