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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 30,466 △7.0 1,546 25.3 1,524 24.0 738 11.7
21年3月期第2四半期 32,756 ― 1,234 ― 1,229 ― 661 ―

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

22年3月期第2四半期 76.47 ―
21年3月期第2四半期 66.49 ―

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

22年3月期第2四半期 19,530 11,027 56.0 1,130.10
21年3月期 19,556 10,472 53.6 1,084.81

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,932百万円 21年3月期  10,472百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 37.00 37.00

3.  平成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  有   

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 64,450 △1.1 3,200 10.9 3,160 10.8 1,680 11.7 173.76
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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）  有  

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、６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、６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 
・本資料に記載されている業績見直し等の将来に対する記述は、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条件等については、５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。 

新規 1社 （社名 株式会社エムエスケイ ） 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） 22年3月期第2四半期 10,324,150株 21年3月期  10,324,150株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  650,318株 21年3月期  670,318株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期  9,663,230株 21年3月期第2四半期  9,953,901株
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第２四半期決算短信 

 
 

【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国内経済は、一旦底打ちの様相を呈し最悪期を脱しつつあるも

のの、100年に一度といわれる大不況からの本格的な回復には至らず、経済環境の先行きについては依

然として不透明な状況となっております。 

物流業界におきましても、国内輸送貨物量が低調に推移し、引き続き厳しい状況にあります。 

このような情勢のもと当社グループは、物流情報サービス事業、ロジスティクスマネジメント事業

及び貨物運送事業を中核として営業上のシナジーを醸成し、経済環境の変化に対応できるビジネスモ

デルを構築するとともに、新規顧客の開拓や品質と生産性の向上、企業体質の強化に努めております。

また、グループ内の内部統制システム構築を更に推進し、コンプライアンス項目の一層の遵守に注力

しております。 

 

当社グループの当第２四半期連結会計期間の主な拠点展開は次のとおりであります。 

 平成21年７月   株式会社エムエスケイの株式70.5％を取得し連結子会社化（アウトソーシン

グ事業） 

 

以上の結果、当四半期連結累計期間におきましては、営業収入304億６千６百万円（前年同期比 

7.0％減）、営業利益15億４千６百万円（同 25.3％増）、経常利益15億２千４百万円（同 24.0％

増）、四半期純利益７億３千８百万円（同 11.7％増）となりました。 

また、当四半期連結会計期間におきましては、営業収入161億２千６百万円（前年同期比 3.4％

減）、営業利益８億２百万円（同 26.6％増）、経常利益７億８千７百万円（同 25.7％増）、四半

期純利益４億２千万円（同 23.4％増）となりました。 

 

連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(1) 物流情報サービス事業 

前第４四半期連結会計期間より低調に推移してきた貨物情報量が、当第２四半期連結会計期間以降

回復傾向となってきておりますが依然として厳しい状況にあり、減収減益となりました。 

(2) ロジスティクスマネジメント事業 

前期に開設した拠点の寄与、徹底した数値管理による各拠点の生産性向上が図られたことにより、

増収増益となりました。 

(3) 貨物運送事業 

車両の稼働率向上及び燃料費の低減が図られたことにより、増収増益となりました。 

(4) アウトソーシング事業 

業務請負部門の受託量が減少致しましたが、諸経費の節減及び株式会社エムエスケイの連結子会社

化等により、増収増益となりました。 

(5) 自動車整備事業 

車両整備価格の低下、入庫台数の減少等により減収減益となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

前連結会計年度末に比べ、当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、受取手形及び営業未収入金

が５億円増加いたしましたが、手許資金の効率化に伴い現金及び預金が17億２千１百万円減少したこ

と等により８億８千７百万円減少し、97億８千５百万円となりました。また固定資産は、火災発生に

伴う建物及び構築物の除却による減少、及びこれに伴う物流センターの建設等に係る建設仮勘定の７

億３千６百万円増加、株式会社エムエスケイとの連結に係るのれんが２億８千７百万円増加したこと

等より、８億６千１百万円増加し97億４千５百万円となりました。これらにより総資産は、２千５百

万円減少し195億３千万円となりました。 

流動負債は、短期借入金が13億９千３百万円減少したこと等により、７億１千万円減少し69億８千

５百万円となりました。固定負債は、長期借入金が５千９百万円増加したこと等により１億３千万円

増加し15億１千８百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ５億５千４百万円増加し110億２千７百万円となり、自己資本比

率は56.0％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末の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17億２千１百万円減少し、19億７千６百万円となりました。 

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果から得られた資金は、13億７千３百万円となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益13億１千３百万円、保険金の受取額６億４千万円の資金の増加と、法人税等の支払額５

億１千６百万円の資金の減少によるものであります。 

(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、11億１千１百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出９億５千２百万円、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出２億９百万円の

資金の減少によるものであります。 

(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、19億９千２百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済

15億３千万円の資金の減少によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

景気の先行きについては、依然として不安材料を抱える局面にあると予想されます。当物流業界に

おきましても、依然として国内輸送貨物量が低調に推移することが予想され、引き続き厳しい情勢が

続くものと思われます。 

このような状況のもと当社グループは、関東圏、関西圏への積極的な進出等により営業基盤の充実

を図り、また事業間のシナジーの醸成を図りながら事業展開を進めてまいります。 

 

(1) 物流情報サービス事業 

東京・名古屋・大阪の大規模情報センターの業容回復、及び生産性向上に伴う社員教育の育成強化

を重点ポイントと位置づけた事業運営を行います。 

平成22年３月期は、営業収入330億円（前期比9.2％減）、営業総利益13億９千万円（同0.5％減）、

営業利益10億９千万円（同0.6％減）を計画しております。 

 

(2) ロジスティクスマネジメント事業 

新規顧客を獲得する一方、一部顧客での物量減による減収、来期開設する拠点の立ち上げ準備に伴

うイニシャル費用の発生等のため、平成22年３月期はほぼ横ばいとなる見込みです。各事業所におい

て、それぞれの生産性を高めるべく数値管理を徹底すると同時に、営業力の強化に注力してまいりま

す。 

平成22年３月期は、営業収入161億６千万円（前期比6.6％増）、営業総利益16億４千万円（同1.6％

減）、営業利益11億４千万円（同1.6％減）を計画しております。 

 

(3) 貨物運送事業 

関東圏での受託エリアを拡大する一方で、引き続き不採算部門の収益改善に取り組みます。 

平成22年３月期は、営業収入124億８千万円（前期比8.9％増）、営業総利益12億７千万円（同

27.5％増）、営業利益８億３千万円（同56.4％増）を計画しております。 

 

以上により、自動車整備事業とアウトソーシング事業の計画も含めて、当第２四半期連結会計期間

末における平成22年３月期の連結業績予想は、営業収入644億５千万円（前期比1.1％減）、営業総利

益48億円（同9.5％増）、営業利益32億円（同10.9％増）、経常利益31億６千万円（同10.8％増）、当

期純利益16億８千万円（同11.7％増）を計画しており、当初計画と比べ営業収入においては減収とな

りますが、営業利益、経常利益については増益を見込んでおります。 

 

5



トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第２四半期決算短信 

 
 

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） 

平成21年４月７日付で締結いたしました「株式譲渡に関する基本合意書」に基づき、平成21年

７月１日に株式会社エムエスケイの発行株式のうち、70.5％（1,313株）を取得し連結子会社と

いたしました。また、平成21年９月25日には、さらに9.7％（180株）を取得し、合計80.1％

（1,493株）となりました。 

 

(2) 簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 

② 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。 

 

③ 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

(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 

会計処理基準に関する事項の変更 

第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を適用し、第１四半期連結会計期間より着手した契約について工事進行基

準を適用しております。 

これによる営業総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

ありません。 
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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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,976,012 3,697,597 

受取手形及び営業未収入金 6,845,461 6,344,718 

有価証券 20,000 － 

リース投資資産 5,166 5,109 

商品 5,653 2,725 

仕掛品 1,960 1,370 

貯蔵品 9,084 8,150 

前払費用 277,672 205,504 

繰延税金資産 298,448 202,581 

その他 363,771 220,285 

貸倒引当金 △17,790 △15,514 

流動資産合計 9,785,440 10,672,530 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,730,270 5,311,992 

減価償却累計額 △2,044,877 △2,185,599 

建物及び構築物（純額） 2,685,393 3,126,392 

機械装置及び運搬具 2,301,734 2,647,245 

減価償却累計額 △2,097,847 △2,273,939 

機械装置及び運搬具（純額） 203,886 373,305 

土地 2,785,488 2,653,319 

リース資産 915,896 737,061 

減価償却累計額 △191,308 △88,518 

リース資産（純額） 724,588 648,542 

建設仮勘定 806,435 70,287 

その他 361,847 337,686 

減価償却累計額 △242,903 △231,820 

その他（純額） 118,944 105,866 

有形固定資産合計 7,324,736 6,977,713 

無形固定資産   

のれん 287,273 － 

リース資産 21,934 19,578 

その他 110,669 120,974 

無形固定資産合計 419,877 140,553 

投資その他の資産   

投資有価証券 365,786 284,690 

長期貸付金 5,931 3,308 

長期前払費用 2,244 2,745 
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

繰延税金資産 193,704 215,698 

差入保証金 1,077,482 1,066,869 

その他 454,812 283,563 

貸倒引当金 △99,448 △91,351 

投資その他の資産合計 2,000,512 1,765,524 

固定資産合計 9,745,126 8,883,790 

資産合計 19,530,567 19,556,320 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,055,318 3,941,832 

短期借入金 226,100 1,620,000 

リース債務 222,277 179,688 

未払金 477,764 229,122 

未払費用 585,745 588,264 

未払法人税等 479,978 411,912 

未払消費税等 129,888 164,448 

賞与引当金 413,030 327,550 

役員賞与引当金 9,862 18,650 

その他 385,068 214,093 

流動負債合計 6,985,034 7,695,562 

固定負債   

長期借入金 274,894 215,000 

リース債務 594,580 551,060 

再評価に係る繰延税金負債 40,678 40,678 

退職給付引当金 137,661 118,296 

役員退職慰労引当金 121,161 123,308 

負ののれん 18,838 5,336 

その他 330,378 334,482 

固定負債合計 1,518,193 1,388,163 

負債合計 8,503,227 9,083,725 
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,080,047 1,080,047 

資本剰余金 1,230,304 1,230,718 

利益剰余金 9,538,778 9,142,588 

自己株式 △1,019,284 △1,050,624 

株主資本合計 10,829,847 10,402,729 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,800 10,277 

土地再評価差額金 59,588 59,588 

為替換算調整勘定 △805 － 

評価・換算差額等合計 102,584 69,866 

少数株主持分 94,908 － 

純資産合計 11,027,339 10,472,595 

負債純資産合計 19,530,567 19,556,320 
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収入 32,756,523 30,466,655 

営業原価 30,737,277 28,180,494 

営業総利益 2,019,246 2,286,161 

販売費及び一般管理費   

人件費 342,044 377,163 

（うち賞与引当金繰入額） 21,363 26,816 

（うち役員賞与引当金繰入額） 14,769 9,862 

（うち役員退職慰労引当金繰入額） 5,955 4,770 

減価償却費 22,487 26,725 

のれん償却額 － 13,557 

保険料 11,159 11,527 

施設利用料 44,148 49,498 

リース料 10,589 9,118 

租税公課 6,864 9,534 

旅費及び交通費 31,455 34,878 

交際費 19,081 13,301 

諸会費 6,001 4,492 

募集費 16,698 5,508 

貸倒引当金繰入額 17,444 9,633 

その他 256,390 174,534 

販売費及び一般管理費合計 784,366 739,474 

営業利益 1,234,879 1,546,687 

営業外収益   

受取利息 740 784 

受取配当金 961 792 

助成金収入 － 4,455 

その他 21,738 18,561 

営業外収益合計 23,441 24,594 

営業外費用   

支払利息 12,686 33,273 

債権売却損 4,812 4,112 

持分法による投資損失 2,110 1,099 

その他 9,151 8,646 

営業外費用合計 28,761 47,132 

経常利益 1,229,558 1,524,149 

特別利益   

固定資産売却益 9,932 4,773 

前期損益修正益 － 8,660 

特別利益合計 9,932 13,433 
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 880 92 

固定資産廃棄損 15,823 39,259 

投資有価証券評価損 3,503 － 

会員権評価損 3,050 － 

過年度支払手数料 17,121 － 

災害による損失 7,545 184,512 

特別損失合計 47,924 223,863 

税金等調整前四半期純利益 1,191,566 1,313,719 

法人税、住民税及び事業税 375,353 609,690 

法人税等調整額 154,373 △38,748 

法人税等合計 529,726 570,941 

少数株主利益 － 3,833 

四半期純利益 661,839 738,944 
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第２四半期連結会計期間 
(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収入 16,696,424 16,126,607 

営業原価 15,666,031 14,957,675 

営業総利益 1,030,392 1,168,931 

販売費及び一般管理費   

人件費 173,372 193,940 

（うち賞与引当金繰入額） 14,074 19,522 

（うち役員賞与引当金繰入額） 7,551 4,894 

（うち役員退職慰労引当金繰入額） 2,977 1,975 

減価償却費 12,390 13,803 

のれん償却額 － 13,557 

保険料 5,399 5,924 

施設利用料 24,488 23,398 

リース料 4,081 3,399 

租税公課 3,058 4,819 

旅費及び交通費 16,045 17,686 

交際費 7,447 7,678 

諸会費 2,913 2,007 

募集費 4,208 2,814 

貸倒引当金繰入額 16,320 9,213 

その他 127,168 68,408 

販売費及び一般管理費合計 396,893 366,654 

営業利益 633,499 802,277 

営業外収益   

受取利息 714 773 

受取配当金 275 199 

助成金収入 － 4,455 

その他 10,314 8,200 

営業外収益合計 11,304 13,629 

営業外費用   

支払利息 6,877 18,021 

債権売却損 2,882 2,491 

持分法による投資損失 146 551 

その他 8,745 7,462 

営業外費用合計 18,651 28,526 

経常利益 626,151 787,380 

特別利益   

固定資産売却益 7,710 1,567 

特別利益合計 7,710 1,567 
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 106 41 

固定資産廃棄損 1,332 25,870 

投資有価証券評価損 1,163 － 

会員権評価損 300 － 

過年度支払手数料 17,121 － 

災害による損失 7,545 22,433 

特別損失合計 27,568 48,344 

税金等調整前四半期純利益 606,293 740,602 

法人税、住民税及び事業税 165,318 490,235 

法人税等調整額 100,089 △176,047 

法人税等合計 265,407 314,187 

少数株主利益 － 5,820 

四半期純利益 340,885 420,594 
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 1,191,566 1,313,719 

減価償却費 258,251 299,732 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,444 8,683 

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,650 70,180 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,631 △8,788 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,955 9,097 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,550 △2,509 

受取利息及び受取配当金 △1,702 △1,577 

持分法による投資損益（△は益） 2,110 1,099 

為替差損益（△は益） △845 2,433 

支払利息 12,686 33,273 

固定資産売却損益（△は益） △9,051 △4,681 

固定資産廃棄損 15,823 39,259 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,503 － 

災害損失 － 184,512 

売上債権の増減額（△は増加） 428,351 △236,725 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,815 △4,451 

仕入債務の増減額（△は減少） △123,491 20,720 

未払消費税等の増減額（△は減少） △153,252 △49,233 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△23,400 △27,600 

その他 △566,783 △366,463 

小計 1,066,921 1,280,679 

利息及び配当金の受取額 1,702 1,577 

利息の支払額 △12,689 △33,116 

保険金の受取額 － 640,315 

法人税等の支払額 △671,983 △516,006 

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,950 1,373,450 

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 △83,805 △952,645 

有形固定資産の売却による収入 4,797 11,733 

無形固定資産の取得による支出 △23,843 △12,376 

投資有価証券の取得による支出 △8,299 △1,947 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △209,280 

関係会社の整理による収入 － 41,207 

貸付けによる支出 △10,000 △20,100 

貸付金の回収による収入 10,324 1,247 

その他 8,447 30,803 

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,378 △1,111,358 
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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（△は減少） 600,000 △1,530,000 

長期借入れによる収入 － 50,990 

長期借入金の返済による支出 △60,000 △78,498 

自己株式の取得による支出 △127 － 

配当金の支払額 △328,480 △337,884 

リース債務の返済による支出 － △96,965 

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,392 △1,992,357 

現金及び現金同等物に係る換算差額 845 △1,694 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 493,810 △1,731,960 

現金及び現金同等物の期首残高 1,585,912 3,697,597 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 10,374 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,079,722 1,976,012 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第２四半期決算短信 

 

(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) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

 

 

物流情報 

サービス 
事業 

(千円) 

ロジスティ 

クスマネジ 
メント事業 

(千円) 

貨物運送 
事業 

(千円) 

自動車 
整備事業 

(千円) 

アウトソー 
シング事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収入         

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

9,863,893 3,416,053 2,816,852 230,257 369,366 16,696,424 － 16,696,424 

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

－ 90 30,498 101,434 137,753 269,776 （269,776） － 

計 9,863,893 3,416,143 2,847,351 331,692 507,119 16,966,201 （269,776） 16,696,424 

営業利益 326,470 243,652 46,474 17,645 4,292 638,536 （5,036） 633,499 

(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 

事業区分 主な事業内容 

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（「求貨求車」）業務 

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及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 荷物の輸送業務 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負業務 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 

物流情報 

サービス 
事業 

(千円) 

ロジスティ 

クスマネジ 
メント事業 

(千円) 

貨物運送 
事業 

(千円) 

アウトソー 
シング事業 

(千円) 

自動車 
整備事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収入         

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

8,247,467 4,079,952 2,789,611 819,731 189,844 16,126,607 － 16,126,607 

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

8,236 1,778 365,173 136,398 96,857 608,443 （608,443） － 

計 8,255,703 4,081,730 3,154,784 956,130 286,702 16,735,050 （608,443） 16,126,607 

営業利益 273,735 286,549 193,688 48,347 10,165 812,487 （10,209） 802,277 

(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 

事業区分 主な事業内容 

物流情報サービス事業 空車情報と貨物情報のマッチング（「求貨求車」）業務 

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及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 貨物の輸送業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第２四半期決算短信 

 

前第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） 

 

 

物流情報 

サービス 
事業 

(千円) 

ロジスティ 

クスマネジ 
メント事業 

(千円) 

貨物運送 
事業 

(千円) 

自動車 
整備事業 

(千円) 

アウトソー 
シング事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収入         

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

19,145,669 6,846,647 5,589,930 432,062 742,213 32,756,523 － 32,756,523 

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

－ 180 54,171 186,609 281,269 522,231 （522,231） － 

計 19,145,669 6,846,827 5,644,102 618,671 1,023,483 33,278,755 （522,231）32,756,523 

 営業利益 598,965 501,782 98,447 29,863 6,866 1,235,926 （1,047） 1,234,879 

(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 

事業区分 主な事業内容 

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（「求貨求車」）業務 

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及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 荷物の輸送業務 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負業務 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 

物流情報 

サービス 
事業 

(千円) 

ロジスティ 

クスマネジ 
メント事業 

(千円) 

貨物運送 
事業 

(千円) 

アウトソー 
シング事業 

(千円) 

自動車 
整備事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収入         

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

15,096,143 8,115,461 5,668,428 1,214,145 372,477 30,466,655 － 30,466,655 

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

8,393 1,924 365,173 253,822 182,301 811,615 （811,615） － 

計 15,104,536 8,117,386 6,033,601 1,467,968 554,779 31,278,271 （811,615） 30,466,655 

営業利益 450,065 559,637 447,516 80,345 15,382 1,552,946 （6,259） 1,546,687 

(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 

事業区分 主な事業内容 

物流情報サービス事業 空車情報と貨物情報のマッチング（「求貨求車」）業務 

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及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 貨物の輸送業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第２四半期決算短信 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第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）及び前第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） 

 

本邦以外に連結子会社及び支店がないため、記載を省略しております。 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第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）及び前第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） 

 

 海外売上がないため、記載を省略しております。 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

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

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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