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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 48,231 △5.4 2,567 15.4 2,539 15.2 1,369 15.1
21年3月期第3四半期 50,969 ― 2,224 ― 2,204 ― 1,189 ―

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3四半期 141.65 ―
21年3月期第3四半期 120.00 ―

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3四半期 22,686 11,641 50.9 1,193.85
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3四半期  11,549百万円 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  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 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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し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、４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」をご覧下さい。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期  9,666,777株 21年3月期第3四半期  9,914,748株
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

【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３四半期連結累計期間における国内経済は、一部に回復の兆しがみられるものの本格的な回復

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。 

当四半期連結累計期間におきましては、営業収入482億３千１百万円（前年同期比 5.4％減）、営

業利益25億６千７百万円（同 15.4％増）、経常利益25億３千９百万円（同 15.2％増）、四半期純

利益13億６千９百万円（同 15.1％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177億６千４百万円（前年同期比 2.5％

減）、営業利益10億２千万円（同 3.1％増）、経常利益10億１千５百万円（同 4.2％増）、四半期

純利益６億３千万円（同 19.4％増）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況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、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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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

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３四半期連結会計期間末の流動資産は、手許資金の効率化に伴い現

金及び預金が５億３千７百万円減少いたしましたが、受取手形及び営業未収入金が19億１千６百万円

増加したこと等により15億３千万円増加し、122億３百万円となりました。また固定資産は、火災発生

に伴う建物及び構築物の除却がありましたが、物流センターの建設等に係る建設仮勘定での９億６千

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

15億９千９百万円増加し104億８千３百万円となりました。これらにより総資産は、31億３千万円増加

し226億８千６百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金が11億３千５百万円増加したこと等により、18億７千５百万円増加し95億

７千１百万円となりました。固定負債は、リース債務が７千３百万円増加したこと等により８千５百

万円増加し14億７千３百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ11億６千８百万円増加し116億４千１百万円となり、自己資本比

率は50.9％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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５億３千７百万円減少し、31億６千万円となりました。 

(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、８億６千６百万円となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益24億１千８百万円、保険金の受取額６億５千万円の資金の増加と、売上債権の増加額16

億５千２百万円の資金の減少、法人税等の支払額10億５千７百万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、18億６千２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出18億４千万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 

財務活動の結果得られた資金は、４億４千９百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加

９億９千５百万円の資金の増加と、配当金の支払額３億３千７百万円の資金の減少によるものであり

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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、引き続きコンプライアンスの遵守に注力し営業基盤の再構

築を実現してまいります。具体的な施策としましては、積極的に関東圏、関西圏への進出を図り、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の相互のシナジーを醸成し

ながら事業展開を進めてまいります。 

なお、当第３四半期の業績結果は、平成21年10月26日に開示いたしました当期連結業績予想に対し

て予想どおりに推移しておりますので、通期の業績の予想は変更しておりません。 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

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３四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。 

これによる営業収入は６千７百万円増加し、営業総利益、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ１千１百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,160,065 3,697,597 

受取手形及び営業未収入金 8,261,026 6,344,718 

リース投資資産 5,194 5,109 

有価証券 20,000 － 

商品 5,614 2,725 

仕掛品 3,587 1,370 

貯蔵品 10,003 8,150 

前払費用 258,277 205,504 

繰延税金資産 157,828 202,581 

その他 342,073 220,285 

貸倒引当金 △20,455 △15,514 

流動資産合計 12,203,216 10,672,530 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,182,084 5,311,992 

減価償却累計額 △2,094,759 △2,185,599 

建物及び構築物（純額） 3,087,325 3,126,392 

機械装置及び運搬具 2,452,731 2,647,245 

減価償却累計額 △2,097,573 △2,273,939 

機械装置及び運搬具（純額） 355,157 373,305 

土地 2,785,488 2,653,319 

リース資産 1,005,063 737,061 

減価償却累計額 △233,694 △88,518 

リース資産（純額） 771,368 648,542 

建設仮勘定 1,032,839 70,287 

その他 363,678 337,686 

減価償却累計額 △249,322 △231,820 

その他（純額） 114,356 105,866 

有形固定資産合計 8,146,535 6,977,713 

無形固定資産   

のれん 272,231 － 

リース資産 29,031 19,578 

その他 147,682 120,974 

無形固定資産合計 448,946 140,553 

投資その他の資産   

投資有価証券 233,264 284,690 

長期貸付金 5,552 3,308 

長期前払費用 2,913 2,745 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 206,049 215,698 

差入保証金 1,087,734 1,066,869 

その他 452,560 283,563 

貸倒引当金 △100,314 △91,351 

投資その他の資産合計 1,887,760 1,765,524 

固定資産合計 10,483,242 8,883,790 

資産合計 22,686,459 19,556,320 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,411,469 3,941,832 

短期借入金 2,755,756 1,620,000 

リース債務 249,190 179,688 

未払金 524,705 229,122 

未払費用 727,197 588,264 

未払法人税等 295,110 411,912 

未払消費税等 90,210 164,448 

賞与引当金 122,334 327,550 

役員賞与引当金 14,533 18,650 

工事損失引当金 26,214 － 

その他 354,742 214,093 

流動負債合計 9,571,464 7,695,562 

固定負債   

長期借入金 226,843 215,000 

リース債務 624,392 551,060 

再評価に係る繰延税金負債 40,678 40,678 

退職給付引当金 142,190 118,296 

役員退職慰労引当金 123,719 123,308 

負ののれん 4,002 5,336 

その他 311,885 334,482 

固定負債合計 1,473,711 1,388,163 

負債合計 11,045,175 9,083,725 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,169,142 9,142,588 

自己株式 △1,019,284 △1,050,624 

株主資本合計 11,460,210 10,402,729 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,493 10,277 

土地再評価差額金 59,588 59,588 

為替換算調整勘定 △1,213 － 

評価・換算差額等合計 88,868 69,866 

少数株主持分 92,204 － 

純資産合計 11,641,283 10,472,595 

負債純資産合計 22,686,459 19,556,320 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収入 50,969,944 48,231,071 

営業原価 47,580,123 44,511,865 

営業総利益 3,389,820 3,719,205 

販売費及び一般管理費   

人件費 501,431 567,140 

（うち賞与引当金繰入額） 5,684 7,080 

（うち役員賞与引当金繰入額） 22,209 14,533 

（うち役員退職慰労引当金繰入額） 7,662 6,715 

減価償却費 36,525 40,735 

のれん償却額 － 28,598 

保険料 17,134 27,906 

施設利用料 67,843 72,821 

リース料 14,526 12,529 

租税公課 9,387 11,265 

旅費及び交通費 48,378 53,402 

交際費 41,848 37,883 

諸会費 7,321 6,246 

募集費 24,034 17,741 

貸倒引当金繰入額 34,016 13,163 

その他 363,039 262,538 

販売費及び一般管理費合計 1,165,487 1,151,975 

営業利益 2,224,333 2,567,229 

営業外収益   

受取利息 800 918 

受取配当金 1,794 1,790 

助成金収入 － 14,528 

負ののれん償却額 1,334 － 

その他 20,032 21,495 

営業外収益合計 23,960 38,733 

営業外費用   

支払利息 19,466 50,863 

債権売却損 7,992 6,564 

持分法による投資損失 3,188 309 

その他 13,116 8,355 

営業外費用合計 43,764 66,091 

経常利益 2,204,529 2,539,871 
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 14,045 5,249 

投資有価証券売却益 － 70,416 

前期損益修正益 － 8,660 

特別利益合計 14,045 84,325 

特別損失   

固定資産売却損 2,365 127 

固定資産廃棄損 16,664 40,636 

投資有価証券評価損 18,972 7,395 

会員権評価損 13,350 2,500 

過年度支払手数料 17,121 － 

災害による損失 7,545 154,787 

特別損失合計 76,019 205,446 

税金等調整前四半期純利益 2,142,555 2,418,750 

法人税、住民税及び事業税 654,898 952,135 

法人税等調整額 297,892 95,978 

法人税等合計 952,790 1,048,113 

少数株主利益 － 1,329 

四半期純利益 1,189,765 1,369,307 
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収入 18,213,420 17,764,415 

営業原価 16,842,846 16,331,371 

営業総利益 1,370,574 1,433,043 

販売費及び一般管理費   

人件費 159,387 189,977 

（うち賞与引当金繰入額） 5,684 7,080 

（うち役員賞与引当金繰入額） 7,440 4,671 

（うち役員退職慰労引当金繰入額） 1,707 1,944 

減価償却費 14,038 14,009 

のれん償却額 － 15,041 

保険料 5,974 16,379 

施設利用料 23,694 23,323 

リース料 3,937 3,411 

租税公課 2,522 1,731 

旅費及び交通費 16,923 18,523 

交際費 22,766 24,582 

諸会費 1,319 1,753 

募集費 7,336 12,233 

貸倒引当金繰入額 16,571 3,530 

その他 106,648 88,004 

販売費及び一般管理費合計 381,120 412,501 

営業利益 989,454 1,020,541 

営業外収益   

受取利息 59 133 

受取配当金 832 997 

助成金収入 － 10,073 

負ののれん償却額 444 － 

その他 28 4,358 

営業外収益合計 1,364 15,563 

営業外費用   

支払利息 6,779 17,589 

債権売却損 3,179 2,451 

持分法による投資損失 1,078 － 

その他 4,810 342 

営業外費用合計 15,848 20,383 

経常利益 974,970 1,015,721 
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(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 4,113 475 

投資有価証券売却益 － 70,416 

災害による損失修正益 － 29,724 

特別利益合計 4,113 100,616 

特別損失   

固定資産売却損 1,484 35 

固定資産廃棄損 841 1,376 

投資有価証券評価損 15,468 7,395 

会員権評価損 10,300 2,500 

特別損失合計 28,095 11,307 

税金等調整前四半期純利益 950,989 1,105,030 

法人税、住民税及び事業税 279,545 342,445 

法人税等調整額 143,518 134,726 

法人税等合計 423,063 477,171 

少数株主損失（△） － △2,504 

四半期純利益 527,925 630,363 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,142,555 2,418,750 

減価償却費 393,548 451,361 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,016 12,213 

賞与引当金の増減額（△は減少） △204,950 △220,516 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,191 △4,117 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,803 13,626 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,257 48 

受取利息及び受取配当金 △2,594 △2,709 

持分法による投資損益（△は益） 3,188 309 

為替差損益（△は益） 3,780 1,799 

支払利息 19,466 50,863 

固定資産売却損益（△は益） △11,680 △5,121 

固定資産廃棄損 16,664 40,636 

投資有価証券売却損益（△は益） － △70,416 

投資有価証券評価損益（△は益） 18,972 7,395 

会員権評価損 13,350 2,500 

災害損失 － 154,787 

売上債権の増減額（△は増加） △464,908 △1,652,291 

たな卸資産の増減額（△は増加） 991 △6,957 

仕入債務の増減額（△は減少） 145,334 376,871 

未払消費税等の増減額（△は減少） △123,406 △88,911 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△9,600 △13,800 

その他 △346,340 △144,643 

小計 1,641,260 1,321,677 

利息及び配当金の受取額 2,594 2,709 

利息の支払額 △19,935 △50,620 

保険金の受取額 － 650,315 

法人税等の支払額 △1,337,785 △1,057,119 

営業活動によるキャッシュ・フロー 286,133 866,961 
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △101,788 △1,840,065 

有形固定資産の売却による収入 25,033 12,432 

無形固定資産の取得による支出 △26,362 △61,048 

投資有価証券の取得による支出 △9,447 △3,062 

投資有価証券の売却による収入 － 174,691 

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 △10,260 △20,100 

貸付金の回収による収入 10,373 22,076 

その他 △28,801 20,926 

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,253 △1,862,223 

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） 1,500,000 995,000 

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 △90,000 △121,893 

自己株式の取得による支出 △374,515 － 

配当金の支払額 △328,480 △337,884 

リース債務の返済による支出 － △137,011 

財務活動によるキャッシュ・フロー 707,004 449,200 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,780 △1,845 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 848,103 △547,906 

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 2,434,015 3,160,065 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 
 該当事項はありません。 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

10,306,742 4,316,384 2,992,176 217,760 380,357 18,213,420 － 18,213,420

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

－ 226 25,479 106,294 143,797 275,797 （275,797） －

計 10,306,742 4,316,610 3,017,656 324,054 524,154 18,489,218 （275,797） 18,213,420

営業利益 359,042 388,070 207,050 21,696 23,373 999,233 （9,779） 989,454

(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 

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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 

9,300,515 4,574,636 2,891,514 806,534 191,214 17,764,415 － 17,764,415

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

11,403 2,431 423,467 142,152 114,022 693,476 （693,476） －

計 9,311,919 4,577,067 3,314,981 948,687 305,236 18,457,892 （693,476） 17,764,415

営業利益 339,833 422,488 251,917 6,775 11,251 1,032,266 （11,724） 1,020,541

(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 

３ 会計方針の変更 

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。 

これによる営業収入は「アウトソーシング事業」が６千７百万円増加し、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はそれぞれ１千１百万円増加しております。 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

29,452,412 11,163,031 8,582,106 649,823 1,122,570 50,969,944 － 50,969,944

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

－ 406 79,651 292,903 425,066 798,029 （798,029） －

計 29,452,412 11,163,437 8,661,758 942,726 1,547,637 51,767,973 （798,029）50,969,944

 営業利益 958,008 889,853 305,498 51,560 30,239 2,235,160 （10,826） 2,224,333

(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 

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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

24,396,658 12,690,098 8,559,942 2,020,680 563,691 48,231,071 － 48,231,071

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

19,796 4,355 788,640 395,975 296,323 1,505,092 （1,505,092） －

計 24,416,455 12,694,453 9,348,582 2,416,655 860,015 49,736,163 （1,505,092） 48,231,071

営業利益 789,898 982,126 699,433 87,120 26,633 2,585,213 （17,983） 2,567,229

(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 

３ 会計方針の変更 

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。 

これによる営業収入は「アウトソーシング事業」が６千７百万円増加し、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はそれぞれ１千１百万円増加しております。 
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トランコム㈱ (9058) 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累

計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累

計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 海外売上がないため、記載を省略しております。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 
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