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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 9,599 △21.5 △109 ― △77 ― △25 ―
21年3月期第3四半期 12,223 ― 71 ― 98 ― △35 ―

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 △1.73 ―
21年3月期第3四半期 △2.38 ―

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 8,232 2,179 26.5 148.61
21年3月期 7,911 2,229 28.2 152.01

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,179百万円 21年3月期  2,229百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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 14,040 △8.1 70 ― 90 ― 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) 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） 

(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 
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。実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 14,700,000株 21年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  33,483株 21年3月期  33,064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 14,666,725株 21年3月期第3四半期 14,668,450株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心としたアジア経済の回復により景気は持
ち直してきているものの、依然として続く雇用・所得環境の不安に加え、デフレ状況が進行するなど、依
然厳しい状況で推移しました。 
港湾物流業界におきましては、景気後退による輸出貨物の減少はアジア向けを中心に緩やかに回復基調

にあるものの、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を努めるとともに固

定費の削減に努めてまいりましたが、総取扱量は前年同期間比10.6％減少し、売上高は95億99百万円余
(対前年同期間26億24百万円余減)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1.5
ポイント減少しましたが、売上高の減少が影響し、営業総利益は前年同期間比29.8％減少し６億32百万円
余(対前年同期間２億68百万円余減)、営業損失は１億９百万円余(前年同期間は営業利益71百万円余)、経
常損失は77百万円余(前年同期間は経常利益98百万円余)、四半期純損失は25百万円余(前年同期間は四半
期純損失35百万円余)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)は機械機器製品、雑貨が減少し、売上高は29.4％減
(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、売上高は11.0％減（前年同期間
比)となりました。船内荷役の売上高は12.2％減(前年同期間比)、その他港湾関連は51.6％減（前年同
期間比)となり、港湾運送事業収入は55億56百万円余(前年同期間比19.2％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、アジア向けの鉄鋼、化学品等、業種によっては回復基調
にありますが、欧米向けの建機、電子・機械部品の回復が遅れており、輸出部門の売上は６億３百万円
余(対前年同期間３億78百万円余減)となっております。輸入につきましては、中国からの靴、家具、繊
維製品の取扱量の落ち込みが続いており、輸入部門の売上は27億13百万円余(対前年同期間８億９百万
円余減)となっております。その結果、国際輸送事業の売上高は33億17百万円余(前年同期間比26.4％
減)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18.5％減、また、輸入は
12.2％減となり、通関業売上高全体は13.9％減の計上となりました。倉庫業の売上高は前年同期間比
20.1％増、その他代理店業は26.8％減となり、兼業事業収入は７億25百万円余(前年同期間比13.7％減)
の計上となりました。 

  

当第３四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３億21百万円余増加し、82億32百万
円余となりました。流動資産は１億86百万円余増の32億６百万円余、固定資産は１億34百万円余増の50億
26百万円余であります。流動資産増加の主な要因は、売掛金の増加等によるものであります。固定資産増
加の主な要因は、時価評価差額による投資有価証券の増加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３億30百万円余増加し、46億26百万円余となりました。固定負債

は、前連結会計年度末に比べ、40百万円余増加し14億26百万円余となりました。流動負債増加の主な要因
は、短期借入金の増加等によるものであります。固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加等による
ものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ、49百万円余減少し、21億79百万円余となりました。これは、利益

剰余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、31百万円余となりまし

た。これは主に営業債務の増加１億47百万円余、減価償却費が１億38百万円余ありますが、賞与引当金の
減少１億68百万円余、営業債権の増加96百万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
84百万円余となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入75百万円余、貸付金の回収による
収入45百万円余ありますが、有形固定資産の取得による支出１億38百万円余、その他の支出66百万円余に
よるものであります。財務活動により増加した資金は２億48百万円余となりました。これは、長期借入金
の返済による支出４億57百万円余ありますが、長期借入れによる収入６億円、短期借入金の純増加額１億
80百万円によるものであります。以上の結果、当第３四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１億32万円余増加し６億67百万円余となりました。 

  

・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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業績予想につきましては、平成21年11月２日公表の通期の業績予想に変更はありません。 

  
  

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３四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。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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 667,412 534,967

受取手形及び売掛金 1,784,474 1,685,263

繰延税金資産 175,005 168,070

立替金 439,868 433,715

その他 141,952 199,995

貸倒引当金 △2,446 △2,344

流動資産合計 3,206,266 3,019,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,557,290 1,513,204

機械装置及び運搬具（純額） 38,523 48,906

工具、器具及び備品（純額） 7,905 10,663

土地 1,156,869 1,156,869

リース資産（純額） 112,777 103,395

有形固定資産合計 2,873,367 2,833,038

無形固定資産   

借地権 34,560 34,560

その他 14,734 15,714

無形固定資産合計 49,294 50,274

投資その他の資産   

投資有価証券 883,516 816,506

差入保証金 818,805 819,745

繰延税金資産 12,789 49,614

その他 451,754 388,848

貸倒引当金 △63,157 △66,320

投資その他の資産合計 2,103,708 2,008,394

固定資産合計 5,026,370 4,891,706

資産合計 8,232,637 7,911,375
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,427,392 1,279,425

短期借入金 2,870,938 2,606,934

リース債務 28,905 23,378

未払法人税等 12,428 4,271

賞与引当金 － 168,750

その他 287,240 213,598

流動負債合計 4,626,905 4,296,357

固定負債   

長期借入金 900,893 842,848

リース債務 89,722 85,399

退職給付引当金 333,810 402,596

役員退職慰労引当金 101,679 54,577

固定負債合計 1,426,106 1,385,421

負債合計 6,053,011 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 1,259,209 1,358,028

自己株式 △7,848 △7,763

株主資本合計 2,156,788 2,255,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,625 △16,395

繰延ヘッジ損益 △3,787 △9,701

評価・換算差額等合計 22,837 △26,096

純資産合計 2,179,625 2,229,595

負債純資産合計 8,232,637 7,911,375
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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   

港湾運送事業収入 6,877,183 5,556,117

国際輸送事業収入 4,505,736 3,317,738

兼業事業収入 840,846 725,250

営業収入合計 12,223,766 9,599,106

営業費用   

港湾運送事業費 6,768,635 5,580,435

国際輸送事業費 4,157,794 3,064,129

兼業事業費 396,103 322,296

営業費用合計 11,322,533 8,966,861

営業総利益 901,232 632,245

一般管理費 830,055 742,033

営業利益又は営業損失（△） 71,176 △109,787

営業外収益   

受取利息及び配当金 32,708 26,019

持分法による投資利益 6,437 7,632

その他 50,118 55,186

営業外収益合計 89,265 88,837

営業外費用   

支払利息 59,302 53,211

その他 2,629 3,637

営業外費用合計 61,931 56,848

経常利益又は経常損失（△） 98,510 △77,798

特別利益   

固定資産処分益 1,162 68

投資有価証券売却益 － 58,711

出資金売却益 6,515 －

貸倒引当金戻入額 2,301 457

その他 598 －

特別利益合計 10,578 59,236

特別損失   

固定資産除売却損 497 427

投資有価証券評価損 142,148 14,685

その他 73 －

特別損失合計 142,718 15,113

税金等調整前四半期純損失（△） △33,630 △33,675

法人税等 1,376 △8,242

四半期純損失（△） △35,006 △25,432
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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損失（△） △33,630 △33,675

減価償却費 127,422 138,681

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67,648 △21,684

貸倒引当金の増減額（△は減少） △353 △3,061

受取利息及び受取配当金 △32,708 △26,019

支払利息 59,302 53,211

持分法による投資損益（△は益） △6,437 △7,632

有形固定資産除売却損益（△は益） △665 359

その他の損益（△は益） △6,675 △789

賞与引当金の増減額（△は減少） △135,230 △168,750

投資有価証券売却損益（△は益） 73 △58,711

投資有価証券評価損益（△は益） 142,148 14,685

営業債権の増減額（△は増加） △34,011 △96,271

その他の資産の増減額（△は増加） △109,205 15,440

営業債務の増減額（△は減少） 48,403 147,967

その他の負債の増減額（△は減少） 84,108 52,367

小計 34,889 6,116

利息及び配当金の受取額 32,708 26,019

利息の支払額 △44,394 △59,175

法人税等の支払額 △13,442 △4,605

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,761 △31,643

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 △54,875 △138,288

有形固定資産の売却による収入 1,720 250

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 △22,506 △4,284

投資有価証券の売却による収入 1,672 75,239

貸付けによる支出 △79,864 －

貸付金の回収による収入 3,600 45,332

その他の収入 41,448 3,856

その他の支出 △122,564 △66,594

投資活動によるキャッシュ・フロー △235,044 △84,489

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 △84

短期借入金の純増減額（△は減少） 750,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △425,187 △457,951

長期借入れによる収入 300,000 600,000

配当金の支払額 △88,074 △73,386

財務活動によるキャッシュ・フロー 536,380 248,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,097 132,445

現金及び現金同等物の期首残高 606,135 537,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 917,232 667,412

トレーディア㈱(9365)平成22年３月期　第３四半期決算短信

― 8 ―



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。 

  

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。 

  

  

(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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