
 
平成21年12月期 第2四半期決算短信 

平成21年8月12日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 内外トランスライン株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9384 URL http://www.ntl-naigai.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 戸田 徹
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務部長 （氏名） 三根 英樹 TEL 06-6260-4800
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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12月期第2四半期 4,066 ― 222 ― 375 ― 200 ―
20年12月期第2四半期 5,950 9.5 491 3.6 481 △14.7 301 △9.6

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12月期第2四半期 81.92 79.79
20年12月期第2四半期 129.66 ―

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12月期第2四半期 5,012 4,039 80.1 1,641.46
20年12月期 4,891 3,850 78.3 1,565.59

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  4,014百万円 20年12月期  3,828百万円

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12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 40.00 40.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 10,344 △13.2 1,090 △1.1 1,150 4.7 710 13.7 290.33
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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) 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、４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、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。 
2.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第2四半期 2,445,500株 20年12月期 2,445,500株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 ―株 20年12月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 2,445,500株 20年12月期第2四半期 2,326,000株
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【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 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、先進国を中心とする金融危機の影響が続く中、

後半には各国における景気刺激策の実施や在庫調整の進捗により底打ちの兆しが出始めたものの、

国際貨物市場の荷動きは依然として低調に推移いたしました。わが国における輸出動向につきま

しても、中国での景気対策効果等を受け、急激な下降局面からは脱却しつつありますが、いまだ

力強さに欠ける展開が続いています。 

このような状況の下、グループ内連携を軸に積極的な営業推進活動を進めてまいりましたが、

当社グループにおける国際海上貨物の取扱は対前年比で大きく減少することとなり、当第２四半

期連結累計期間における売上高は4,066百万円となりました。損益面におきましては、支払運賃

等の原価削減効果により、営業利益は222百万円、保険解約返戻金の計上等により経常利益は375

百万円、投資有価証券の評価損の計上等により四半期純利益は200百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,012百万円（前連結会計年度末比120百万円増

加）となりました。これは主に、現金及び預金の増加によるものであります。 

負債は972百万円（前連結会計年度末比68百万円減少）となりました。これは主に、買掛金及び

未払法人税等の減少によるものであります。 

また、純資産は4,039百万円（前連結会計年度末比188百万円増加）となりました。これは主に、

利益剰余金の増加によるものであります。 

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前

連結会計年度末に比べ63百万円増加し、2,286百万円となりました。その概要は以下のとおりで

あります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は217百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四

半期純利益329百万円、未払費用の増加73百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少

71百万円、法人税等の支払額177百万円であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は88百万円となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却

及び償還による収入500百万円、投資有価証券の売却による収入63百万円であり、支出の主な

内訳は、有価証券の取得による支出494百万円、投資有価証券の取得による支出180百万円であ

ります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は120百万円となりました。これは主として、配当金の支払によ

る支出97百万円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結

果、平成21年２月13日発表の第２四半期連結累計期間の業績予想を平成21年８月７日に修正して

おり、その後の修正はありません。 

なお、平成21年12月期の通期連結業績予想につきましては平成21年２月13日公表の通りであり、

変更はありません。 

上記の業績予想は、同資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、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。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

1.簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要な                           

ものに限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(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 

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。 
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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21年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,286,423 2,023,315 

売掛金 320,058 344,873 

有価証券 696,492 897,055 

その他 121,472 122,609 

貸倒引当金 △771 △470 

流動資産合計 3,423,675 3,387,382 

固定資産   

有形固定資産 531,478 526,187 

無形固定資産 200,114 186,452 

投資その他の資産 858,163 792,788 

貸倒引当金 △1,410 △1,150 

固定資産合計 1,588,345 1,504,278 

資産合計 5,012,021 4,891,661 

負債の部   

流動負債   

買掛金 449,472 517,335 

未払法人税等 143,795 192,010 

賞与引当金 16,084 218 

販売促進引当金 10,695 25,065 

その他 210,332 154,005 

流動負債合計 830,379 888,635 

固定負債   

退職給付引当金 60,204 55,100 

その他 82,257 97,464 

固定負債合計 142,462 152,564 

負債合計 972,841 1,041,199 

純資産の部   

株主資本   

資本金 156,511 156,511 

資本剰余金 146,511 146,511 

利益剰余金 3,818,227 3,715,723 

株主資本合計 4,121,249 4,018,745 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,040 △33,100 

為替換算調整勘定 △98,029 △156,994 

評価・換算差額等合計 △107,070 △190,094 

新株予約権 7,682 7,682 

少数株主持分 17,318 14,127 

純資産合計 4,039,179 3,850,461 

負債純資産合計 5,012,021 4,891,661 
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,066,887 

売上原価 2,555,264 

売上総利益 1,511,622 

販売費及び一般管理費 1,288,732 

営業利益 222,889 

営業外収益  

受取利息 15,178 

保険解約返戻金 121,924 

不動産賃貸料 16,233 

その他 7,799 

営業外収益合計 161,135 

営業外費用  

不動産賃貸費用 3,433 

支払手数料 3,193 

その他 1,697 

営業外費用合計 8,323 

経常利益 375,701 

特別利益  

投資有価証券売却益 3,500 

特別利益合計 3,500 

特別損失  

固定資産除売却損 8,288 

投資有価証券評価損 41,016 

特別損失合計 49,305 

税金等調整前四半期純利益 329,897 

法人税、住民税及び事業税 133,673 

法人税等調整額 △6,147 

法人税等合計 127,525 

少数株主利益 2,047 

四半期純利益 200,323 
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(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21年１月１日 
 至 平成21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 329,897 

減価償却費 21,856 

販売促進引当金の増減額（△は減少） △14,370 

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,505 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,598 

受取利息及び受取配当金 △17,107 

為替差損益（△は益） △2,093 

投資有価証券売却損益（△は益） △3,500 

投資有価証券評価損益（△は益） 41,016 

固定資産除売却損益（△は益） 8,238 

売上債権の増減額（△は増加） 31,359 

仕入債務の増減額（△は減少） △71,980 

未払費用の増減額（△は減少） 73,641 

その他の資産の増減額（△は増加） 13,486 

その他の負債の増減額（△は減少） △45,740 

その他 △2,006 

小計 382,801 

利息及び配当金の受取額 11,927 

法人税等の支払額 △177,691 

営業活動によるキャッシュ・フロー 217,037 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △494,020 

有価証券の売却及び償還による収入 500,000 

有形固定資産の取得による支出 △21,787 

有形固定資産の売却による収入 116 

投資有価証券の取得による支出 △180,826 

投資有価証券の売却による収入 63,901 

貸付金の回収による収入 280 

無形固定資産の取得による支出 △18,593 

その他 62,395 

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,532 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △97,820 

その他 △22,357 

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,177 

現金及び現金同等物に係る換算差額 55,068 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,395 

現金及び現金同等物の期首残高 2,223,028 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,286,423 

-7-

内外トランスライン株式会社(9384)　平成21年12月期　第2四半期決算短信



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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表 

（1）中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成20年 1月 1日 

  至 平成20年 6月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高  5,950,961 100.0 

Ⅱ 売上原価  3,989,501 67.0 

売上総利益  1,961,459 33.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,469,742 24.7 

営業利益  491,716 8.3 

Ⅳ 営業外収益  
 

１ 受取利息 11,219 

２ 受取配当金 2,313 

３ 駐車場料金収入 17,494 

４ 保険解約返戻金 14,501 

５ その他 4,705 50,234 0.8 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 6,803 

２ 駐車場経費 3,429 

３ 支払手数料 941 

４ 為替差損 39,554   

５ その他 9,283 60,011 1.0 

経常利益  481,940 8.1 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 796   

２ 投資有価証券売却益 5,500 6,296 0.1 

Ⅶ 特別損失    

  固定資産除売却損 3,127 3,127 0.0 

 税金等調整前 

  中間純利益 
 485,109 8.2 

 法人税、住民税 

  及び事業税 
244,661   

法人税等調整額 △62,236 182,425 3.1 

少数株主利益  1,106 0.0 

中間純利益  301,577 5.1 
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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20年 1月 1日 

至 平成20年 6月30日) 

区分 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 485,109 

減価償却費 24,830 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △300 

販売促進引当金の増減額（△は減少） 7,811 

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,056 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,722 

受取利息及び受取配当金 △13,532 

支払利息 6,803 

為替差損益（△は差益） 36,125 

投資有価証券売却損益（△は売却益） △5,500 

固定資産除売却損益（△は売却益） 2,330 

売上債権の増減額（△は増加） 48,906 

たな卸資産の増減額（△は増加） 602 

仕入債務の増減額（△は減少） △30,487 

未払費用の増減額（△は減少） 113,400 

その他資産の増減額（△は増加） △1,830 

その他負債の増減額（△は減少） 3,637 

小計 699,685 

利息及び配当金の受取額 14,164 

利息の支払額 △6,907 

法人税等の支払額 △223,815 

営業活動によるキャッシュ・フロー 483,126 

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 △52,707 

有形固定資産の売却による収入 2,566 

投資有価証券の取得による支出     △16,612   

投資有価証券の売却による収入     55,500   

貸付金の回収による収入 700 

無形固定資産の取得による支出 △108,436 

その他 2,459 

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,529 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
配当金の支払額 △46,520 

その他 △875 

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,395 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,040 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 258,160 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,354,529 

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,612,689 
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