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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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）

営業収入 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 ％

22年3月期 64,694 △0.8 3,212 11.4 3,178 11.4 1,732 15.2
21年3月期 65,192 5.0 2,884 4.1 2,852 4.4 1,504 △5.4

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

営業収入営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 179.18 ― 15.5 14.7 5.0
21年3月期 152.72 ― 14.9 14.8 4.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △0百万円 21年3月期  △4百万円

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

22年3月期 23,677 11,955 50.3 1,231.54
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  11,913百万円 21年3月期  10,472百万円

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

22年3月期 875 △2,829 374 2,126
21年3月期 2,727 △247 △367 3,697

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 337 22.9 3.4
22年3月期 ― 0.00 ― 37.00 37.00 357 20.6 3.2
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 40.00 40.00 19.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

営業収入 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

33,480 9.9 1,580 2.2 1,570 3.0 840 13.7 86.83

通期 70,000 8.2 3,600 12.1 3,580 12.6 1,990 14.9 205.71
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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、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、19ページ「（６）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、25ページ「１株当たり情報」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 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  650,318株 21年3月期  670,318株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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）

営業収入 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 ％

22年3月期 56,296 △3.7 2,616 7.6 2,607 6.5 1,441 3.7
21年3月期 58,438 5.2 2,431 5.6 2,448 6.2 1,389 1.3

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

22年3月期 149.12 ―
21年3月期 141.11 ―

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 20,795 10,882 52.3 1,124.95
21年3月期 17,752 9,729 54.8 1,007.81

（参考） 自己資本 22年3月期  10,882百万円 21年3月期  9,729百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 
 本資料に記載されている業績見通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。上記業績予想に関する事項につきましては、４ページ「次期の見通し」をご覧ください。 

営業収入 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

26,640 0.4 1,200 △2.1 1,230 △0.8 650 8.3 67.19

通期 56,110 △0.3 2,790 6.6 2,800 7.4 1,560 8.2 161.26
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１１１１．．．．経営成績経営成績経営成績経営成績    

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、前連結会計年度に引き続き世界的な金融危機の深刻化、個人消費の低迷、デフレ

進行等の要因を抱えながらも、下半期以降ゆるやかな持ち直しの動きがみられました。 

物流業界におきましては、国内輸送貨物量の若干の回復基調が見られるものの、本格的な回復には至っておりません。ま

た燃料価格も不安定な状況で推移し先行きは不透明であり、引き続き厳しい状況にあると思われます。 

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

核としてグループ間での連携強化を図り、営業上のシナジーを醸成し、新規顧客の開拓や品質と生産性の向上に積極的に 取

り組む一方、諸経費の節減等により経営のスリム化を図り、企業体質の強化に努めてまいりました。 

また、グループ内の内部統制システム構築をさらに推進し、コンプライアンス項目の遵守に一層注力することにより経営

の透明性を確保するとともに、エコロジネットワークを推進する等、環境への負荷低減活動を進め、今後も継続して社会の

持続的な発展に貢献してまいります。 

 

当社グループの当連結会計年度の主な拠点展開は次のとおりであります。 

平成21年７月 情報システムの企画・開発力の強化を目的に株式会社エムエスケイの株式を取得し連結子会社化 

 株式会社アクシス（100％出資）と株式会社シー・アンド・シー（100％出資）を合併 

平成22年１月 中国における物流拠点、輸送網の構築を目的にエバーゲイン社（香港、中国）と業務提携 

平成22年１月 インドネシア共和国にＰＴ. ＴＲＡＮＣＯＭ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（100％出資）を設立 

 

以上の結果、営業収入は646億９千４百万円（前連結会計年度比 0.8％減）、営業利益は32億１千２百万円（同 11.4％

増）、経常利益は31億７千８百万円（同 11.4％増）、当期純利益は17億３千２百万円（同 15.2％増）となりました。 

 

（部門別の概況） 

物流情報サービス事業 

営業収入 330億８千８百万円 （前期比 8.9％減） 

営業総利益 14億１千１百万円 （ 同  1.0％増） 

営業利益 11億１千３百万円 （ 同  1.6％増） 

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においては回復

傾向となりました。しかしながら、前連結会計年度と比べ、マッチングの台数減、単価減の影響から減収となり

ました。一方、利益面ではコスト削減等に取り組み増益となりました。 

 

ロジスティクスマネジメント事業 

営業収入 168億２千４百万円 （前期比 11.0％増） 

営業総利益 17億３千５百万円 （ 同  4.1％増） 

営業利益 12億３千１百万円 （ 同  6.3％増） 

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。 

 

貨物運送事業 

営業収入 124億６千７百万円 （前期比 8.8％増） 

営業総利益 12億１千３百万円 （ 同  21.9％増） 

営業利益 ７億８千５百万円 （ 同  48.1％増） 

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。 
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アウトソーシング事業 

営業収入 33億７千２百万円 （前期比 68.1％増） 

営業総利益 ４億１千２百万円 （ 同  100.7％増） 

営業利益 ７千１百万円 （ 同  85.0％増） 

システム開発・業務受託等において、厳しい状況で推移いたしましたが、収入面においては、株式会社エムエス

ケイの連結子会社化等により増収、利益面においては、コスト削減等により増益となりました。 

 

自動車整備事業 

営業収入 11億５千５百万円 （前期比 8.0％減） 

営業総利益 １億２百万円 （ 同  19.7％減） 

営業利益 ４千万円 （ 同  28.0％減） 

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。 

 

（次期の見通し） 

 わが国経済の先行きについては、輸出にけん引され緩やかながらも持ち直しつつありますが、個人消費の低迷、デフレの

長期化等、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。また、物流業界におきましても、引き続き厳しい経営

環境状況が続くものと思われます。 

 このような情勢のもと当社グループは、関東圏、関西圏での積極的な営業活動の実施、品質と生産性の向上に向けた継続

的な取り組み、情報システム部門の強化及びアジア圏における物流支援等の顧客視点での機能の充実を図りながら事業展開

を進めてまいります。 

 なお、アウトソーシング事業、自動車整備事業及び、これらに平成22年３月期より連結子会社となった情報システムの企

画・開発を行う株式会社エムエスケイを加え、統合したセグメント名を「ＩＴ・アウトソーシング事業」にいたします。 

 

 各セグメントの平成23年３月期の主な取り組みは次のとおりであります。 

物流情報サービス事業 

貨物情報量が回復しつつある中、特に大規模情報センターにおける営業強化、アジャスター間の連携強化と生産性

の向上、また各アジャスターの対応力の向上を重点ポイントと位置づけ事業運営を行います。また新たに長野県松

本市及び福岡県北九州市に情報センターを開設（７月）する予定です。これにより、センター数は、全国 24 拠点

となります。平成23年３月期は、営業収入363億４千万円（前連結会計年度比9.8％増）、営業総利益15億円（同

6.3％増）、営業利益12億円（同7.8％増）を計画しております。 

 

ロジスティクスマネジメント事業 

新規拠点の開設及び受託範囲の拡大、拠点配置の見直しによる効率化、また各拠点におけるコスト削減、数値管理

の徹底による生産性の向上により増収増益となる見込みです。また、日本とアジア圏（特に中国）の間を結ぶ輸送

ネットワークの構築に取り組んでまいります。平成23年３月期は、営業収入174億円（前連結会計年度比3.4％増）、

営業総利益19億１千万円（同10.1％増）、営業利益13億９千万円（同12.9％増）を計画しております。 

 

貨物運送事業 

生協個人宅配のエリア拡大、及び車両稼働率の向上等により増収増益となる見込みです。平成 23 年３月期は、営

業収入136億６千万円（前連結会計年度比9.6％増）、営業総利益12億９千万円（同6.3％増）、営業利益８億７千

万円（同10.7％増）を計画しております。 

 

ＩＴ・アウトソーシング事業 

システム開発部門においては引き続き厳しい情勢が続くものと想定されますが、昨年７月から連結子会社となった

㈱エムエスケイの通期での業績寄与等により増収微増益となる見込みです。平成23年３月期は、営業収入50億１

千万円（前連結会計年度比12.1％増）、営業総利益５億円（同2.3％減）、営業利益１億５千万円（同35.5％増）を

計画しております。 

 

 以上により、平成23 年３月期は、営業収入 700 億円（前期比 8.2％増）、営業利益36 億円（同 12.1％増）、経常利益35

億８千万円（同12.6％増）、当期純利益19億９千万円（同14.9％増）を計画しており、当社グループが目標とする経営指標

である営業利益で、10期連続の増益を目指してまいります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の各残高における、前連結会計年度末との比較情報は次のとおりであります。 

（イ）資産 

流動資産は、手許資金の効率化に伴い現金及び預金が15億７千万円減少いたしましたが、期末営業収入の増加に伴い

受取手形及び営業未収入金が30億９千５百万円増加したこと等により、16億７千４百万円増加し123億４千６百万円

となりました。 

固定資産は、稲沢ロジスティクスセンターの再建及び静岡ロジスティクスセンターの建設等により、建物及び構築物

が13億４千４百万円増加したこと等により、24億４千７百万円増加し113億３千万円となりました。これらにより総

資産は、41億２千１百万円増加し、236億７千７百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、支払手形及び営業未払金が８億９千８百万円、未払法人税が３億３百万円増加したこと等により、17億

５百万円増加し94億１百万円となりました。 

固定負債は、物流センターの建設費用として長期借入金が８億２千万円増加したこと等により９億３千２百万円増加

し23億２千万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産は、利益剰余金が13億６千６百万円増加したこと等により14億８千３百万円増加し、119億５千５百万円と

なり、自己資本比率は50.3％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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15億７千万円減少

し、21億２千６百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（イ）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、８億７千５百万円となりました。得られた資金の主な内訳は、税金等調整前当

期純利益30億６千５百万円、仕入債務の増加額８億６百万円、減価償却費６億３千１百万円の資金の増加と、売上債権

の増加額28億３千１百万円及び法人税等の支払額10億２千７百万円の資金の減少によるものであります。 

（ロ）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、28億２千９百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであ

ります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果調達した資金は、３億７千４百万円となりました。これは主に、配当金の支払い３億３千７百万円、

リース債務の返済１億８千４百万円と、このための長期借入金の増加によるものであります。 
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  （参考）キャッシュ･フロー指標の推移 

 平成19年３月 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 42.9 50.8 53.6 50.3 

時価ベースの自己資本比率（％） － 74.1 43.9 63.7 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 165.0 94.1 337.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 34.4 54.0 12.8 

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計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注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。 

（注４）有利子負債は、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の負債を対象としております。 

また、利払いについては、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。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主への利益還元を経営の重要施策として位置づけており、安定的な配当水準の維持と業績の伸長に沿

った適正な利益配分の継続を基本方針としております。一方で、将来に亘る財務体質の強化に備え内部留保も勘案しつつ利

益配分を行い、内部留保金は事業拡大等に有効に活用する予定であります。 

 当期の配当につきましては、前期に引き続き増配を実施し、年間の配当金を37円と予定しております。 

 なお、次期におきましても10期連続の増配を目指してまいります。 

 

(4) 事業等のリスク 

 決算短信に記載した定性的情報・財務諸表等に関する事項のうち、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす

可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりですが、当社グループでは、これらリスクの存在を認識した上で、

当該リスクの発生に伴う影響を極力回避するための努力を継続してまいります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

①大口取引先との契約リスクについて 

当社グループは、総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の取引先はありません。しかしながら、物流機能

の一括受託等を主たる事業としているため、大口の取引先が多くなる傾向にあります。 

また、取引内容により物流センター及び情報システム等への多額の設備投資を伴う場合があります。よって、予期せぬ事

象等による契約解消、取引先の業容に急変化が生じた場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

②人材の確保及び育成リスクについて 

当社グループは、急激な業容の拡大により管理能力の高い人材の確保と育成が必要となっております。よって人材の確保

及び育成が不十分な場合、また、人材確保のための人件費増が生じた場合には、当社グループの業績と財務状況、今後の事

業展開のスピードに影響を及ぼす可能性があります。 
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③コスト変化のリスクについて 

当社グループは、貨物運送事業を営む上で事業用車両、燃料等の購入が必要となります。よって仕入価格の大幅な上昇等

が生じた場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④債権管理のリスクについて 

当社グループでは、各取引先の業容・資力に応じた与信を設定し、信用状態の継続的な把握をする等、不良債権の発生を

防ぐ取組みを行っております。 

しかしながら、取引先に不測の事態が発生することにより、債権の回収が予定どおり行われない場合には、当社グループ

の財務状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤重大な事故によるリスクについて 

当社グループは、貨物運送事業を営む上で多くの事業用車両を保有し、多種多様な製品の輸送を行っております。輸送の

安全確保のため事業推進室を中心に、運行管理の徹底、安全運転の指導、車両事故の撲滅等の安全活動に積極的に取り組ん

でおります。 

しかしながら、重大な車両事故が発生した場合には、社会的信用や取引先からの信頼低下を起こし、当社グループの業績

と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥重大な災害発生によるリスクについて 

当社グループは、物流センターを運営し、顧客企業の製品やそれらに関わる情報を取り扱っていることから、災害の未然

防止に関する取り組み及び災害発生時における対応方法、バックアップ体制の構築に取り組んでおります。 

しかしながら、火災の発生、地震・風水害等の天災地変等によって、物流業務が停滞、または設備の除却・復旧等を伴う

ことがあり、これらの事象が当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦法令及び法的規制のリスクについて 

当社グループは、貨物自動車運送事業法等の各種法令による規制を受けております。よって、今後の各種法令の新設・改

正への対応に際し費用負担が生じた場合、また、各種法令に違反した事実が認められた場合、車両停止、事業の停止等の罰

則を受ける場合があります。これらにより、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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２２２２．．．．企業集団企業集団企業集団企業集団のののの状況状況状況状況    

 当社グループは、当社（トランコム株式会社）、連結子会社10社及び関連会社3社により構成されております。当社グルー

プは、顧客企業及びグループ会社に対して輸送、保管、荷役、情報処理等の、物流に関する包括的なサービスを提供すること

を主たる業務にしております。 

 当社グループの主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 ・平成 21 年７月１日より㈱エムエスケイを連結子会社としており、同社の 100％子会社であるスリーエスシステムズ㈱も

連結子会社としております。 

 ・平成 21 年７月１日より連結子会社である㈱アクシスと㈱シー・アンド・シーが合併し、㈱シー・アンド・シーとなりま

した。 

 ・平成22年１月４日にＰＴ．ＴＲＡＮＣＯＭ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡを子会社として設立しました。 

 

事 業 区 分 事 業 内 容 会 社 名 

空車情報と貨物情報のマッチング 当社 
物流情報サービス事業 

エコロジネットワーク ㈱エコロジライン 

顧客企業の物流機能の一括受託 当社 
ロジスティクスマネジメント事業 

物流センターの運営 ㈱シー・アンド・シー 

当社 

トランコムＤＳ東日本㈱ 

トランコムＤＳ西日本㈱ 
貨物運送事業 輸送業務 

トランコムＥＸ東日本㈱ 

㈱トラフィックアイ 

㈱エムエスケイ 情報システムの開発 

スリーエスシステムズ㈱ 

㈱シー・アンド・シー 

C&C BANGKOK CO.,LTD. 

アウトソーシング事業 

業務請負及びシステム開発業務 

PT. TRANCOM INDONESIA 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 メカノス㈱ 

 

  以上を事業系統図によって示すと次のとおりであり、矢印の方向に役務の提供を行っております。 
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３３３３．．．．経営方針経営方針経営方針経営方針    

（1） 会社の経営の基本方針 

当社は、企業理念を「わたしたちは期待される存在でありたい」と定め、「誠実」「創造」「挑戦」「団結」「感謝」をグループ精

神としております。 

当社グループは、この企業理念及びグループ精神のもと、コラボレーター（協働者）として顧客視点で物流システム全体の最

適化実現に努めるとともに、永続的な発展と社会貢献の実現に向けた取組みをこれまで以上に進めてまいります。 

また、株主をはじめとした広範なステークホルダー（利害関係者）に対して、常に正確で必要な情報開示を行い透明性の高い

企業経営を目指しております。 

 

（2） 目標とする経営指標 

当社グループは、事業規模拡大のための指標として営業収入、安定的な収益力を確立するための指標として営業利益、営業利

益率、及びＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を基本的な経営指標として、営業収入1,000億円、営業利益50億円、営業利益率５％

の達成という目標を掲げ、ＲＯＥに関しては、15％以上の維持継続を目指しております。 

 

（3） 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、物流情報サービス事業とロジスティクスマネジメント事業をコア事業として、ＩＴ・アウトソーシング事業

がこれらの事業を補完する形で事業間のシナジーを醸成しながら、顧客視点での事業展開を進めてまいります。また、エンジニ

アリング及び生産性と品質の向上、ＩＴシステムの企画及び開発、アジア圏における物流支援等、顧客ニーズに応えるためのグ

ループ内の機能の充実化も図ってまいります。 

 

（4） 会社の対処すべき課題 

当社グループは、ここ数年の急激な業容の拡大により、人材の確保、組織力の強化を図ってまいりましたが、引き続き積極的

に人材を登用するとともに、責任と権限を委譲し効率的な経営体制を構築してまいります。 

また、グループ内の内部統制システム構築をさらに推進し、コンプライアンス項目の遵守に一層注力することにより経営の透

明性を確保してまいります。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  3,697,597  2,126,976 

  受取手形及び営業未収入金  6,344,718  9,440,352 

  リース投資資産  5,109  5,223 

  商品  2,725  5,621 

  仕掛品  1,370  1,195 

  貯蔵品  8,150  7,823 

  前払費用  205,504  235,792 

  繰延税金資産  202,581  281,715 

  その他  220,285  269,092 

  貸倒引当金  △15,514  △26,821 

  流動資産合計  10,672,530  12,346,972 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  5,311,992  6,621,064 

    減価償却累計額  △2,185,599  △2,149,828 

    建物及び構築物（純額）  3,126,392  4,471,235 

   機械装置及び運搬具  2,647,245  2,615,975 

    減価償却累計額  △2,273,939  △2,125,079 

    機械装置及び運搬具（純額）  373,305  490,896 

   土地  2,653,319  2,879,226 

   リース資産  737,061  1,086,049 

    減価償却累計額  △88,518  △290,584 

    リース資産（純額）  648,542  795,465 

   建設仮勘定  70,287  － 

   その他  337,686  360,851 

    減価償却累計額  △231,820  △251,649 

    その他（純額）  105,866  109,202 

   有形固定資産合計  6,977,713  8,746,026 

  無形固定資産     

   のれん  －  296,991 

   リース資産  19,578  25,914 

   その他  120,974  399,837 

   無形固定資産合計  140,553  722,743 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  284,690  243,143 

   長期貸付金  3,308  3,110 

   長期前払費用  2,745  2,693 

   繰延税金資産  215,698  207,200 

   差入保証金  1,066,869  1,103,079 

   その他  283,563  346,926 

   貸倒引当金  △91,351  △43,970 

   投資その他の資産合計  1,765,524  1,862,183 

  固定資産合計  8,883,790  11,330,953 

 資産合計  19,556,320  23,677,926 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部     

 流動負債     

  支払手形及び営業未払金  3,941,832  4,840,624 

  短期借入金  1,620,000  1,919,952 

  リース債務  179,688  276,614 

  未払金  229,122  181,446 

  未払費用  588,264  703,950 

  未払法人税等  411,912  715,434 

  未払消費税等  164,448  85,675 

  賞与引当金  327,550  410,440 

  役員賞与引当金  18,650  20,170 

  工事損失引当金  －  2,005 

  その他  214,093  245,082 

  流動負債合計  7,695,562  9,401,395 

 固定負債     

  長期借入金  215,000  1,035,655 

  リース債務  551,060  629,535 

  再評価に係る繰延税金負債  40,678  56,263 

  退職給付引当金  118,296  141,037 

  役員退職慰労引当金  123,308  126,350 

  負ののれん  5,336  3,557 

  その他  334,482  328,347 

  固定負債合計  1,388,163  2,320,746 

 負債合計  9,083,725  11,722,141 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  1,080,047  1,080,047 

  資本剰余金  1,230,718  1,230,304 

  利益剰余金  9,142,588  10,509,445 

  自己株式  △1,050,624  △1,019,284 

  株主資本合計  10,402,729  11,800,513 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  10,277  31,818 

  土地再評価差額金  59,588  82,418 

  為替換算調整勘定  －  △1,011 

  評価・換算差額等合計  69,866  113,225 

 少数株主持分  －  42,045 

 純資産合計  10,472,595  11,955,784 

負債純資産合計  19,556,320  23,677,926 
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業収入  65,192,172  64,694,609 

営業原価  60,808,439  59,927,998 

営業総利益  4,383,733  4,766,610 

販売費及び一般管理費     

 人件費  648,644  772,849 

  （うち賞与引当金繰入額）  15,174  22,590 

  （うち役員賞与引当金繰入額）  18,650  20,170 

  （うち役員退職慰労引当金繰入額）  8,608  9,958 

 減価償却費  51,298  55,775 

 のれん償却額  －  43,640 

 保険料  22,639  23,199 

 施設利用料  91,089  96,538 

 リース料  18,929  15,832 

 租税公課  11,753  15,711 

 旅費及び交通費  62,288  73,941 

 交際費  46,691  51,050 

 諸会費  8,752  8,115 

 貸倒引当金繰入額  53,819  17,422 

 その他  483,211  380,073 

 販売費及び一般管理費合計  1,499,117  1,554,150 

営業利益  2,884,616  3,212,459 

営業外収益     

 受取利息  1,231  1,499 

 受取配当金  1,794  1,992 

 助成金収入  266  23,105 

 保険返戻金  22,821  － 

 その他  28,663  27,935 

 営業外収益合計  54,776  54,531 

営業外費用     

 支払利息  50,481  68,236 

 債権売却損  11,343  7,812 

 持分法による投資損失  4,148  845 

 貸倒引当金繰入額  1,083  － 

 その他  19,630  11,373 

 営業外費用合計  86,688  88,267 

経常利益  2,852,704  3,178,724 
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  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

特別利益     

 固定資産売却益  16,485  5,653 

 投資有価証券売却益  －  70,416 

 前期損益修正益  －  8,660 

 その他  －  529 

 特別利益合計  16,485  85,259 

特別損失     

 固定資産売却損  2,374  127 

 固定資産廃棄損  57,930  43,199 

 減損損失  22,939  － 

 投資有価証券評価損  33,931  － 

 会員権評価損  14,850  30 

 過年度支払手数料  17,121  － 

 災害による損失  －  154,787 

 貸倒引当金繰入額  14,450  － 

 その他  30,364  － 

 特別損失合計  193,961  198,145 

税金等調整前当期純利益  2,675,228  3,065,838 

法人税、住民税及び事業税  974,343  1,360,980 

法人税等調整額  196,506  △26,012 

法人税等合計  1,170,850  1,334,967 

少数株主損失（△）  －  △1,569 

当期純利益  1,504,378  1,732,440 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本     

 資本金     

  前期末残高  1,080,047  1,080,047 

  当期末残高  1,080,047  1,080,047 

 資本剰余金     

  前期末残高  1,230,718  1,230,718 

  当期変動額     

   自己株式の処分  －  △4,440 

   利益剰余金から資本剰余金への振替  －  4,026 

   当期変動額合計  －  △413 

  当期末残高  1,230,718  1,230,304 

 利益剰余金     

  前期末残高  7,966,690  9,142,588 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △328,480  △337,884 

   利益剰余金から資本剰余金への振替  －  △4,026 

   土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

   連結範囲の変動  －  △842 

   当期純利益  1,504,378  1,732,440 

   当期変動額合計  1,175,898  1,366,856 

  当期末残高  9,142,588  10,509,445 

 自己株式     

  前期末残高  △676,109  △1,050,624 

  当期変動額     

   自己株式の処分  －  31,340 

   自己株式の取得  △374,515  － 

   当期変動額合計  △374,515  31,340 

  当期末残高  △1,050,624  △1,019,284 

 株主資本合計     

  前期末残高  9,601,346  10,402,729 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △328,480  △337,884 

   自己株式の処分  －  26,900 

   土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

   連結範囲の変動  －  △842 

   当期純利益  1,504,378  1,732,440 

   自己株式の取得  △374,515  － 

   当期変動額合計  801,382  1,397,783 

  当期末残高  10,402,729  11,800,513 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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  30,077  10,277 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △19,800  21,541 

   当期変動額合計  △19,800  21,541 

  当期末残高  10,277  31,818 

 土地再評価差額金     

  前期末残高  59,588  59,588 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  －  22,830 

   当期変動額合計  －  22,830 

  当期末残高  59,588  82,418 

 為替換算調整勘定     

  前期末残高  －  － 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  －  △1,011 

   当期変動額合計  －  △1,011 

  当期末残高  －  △1,011 

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高  89,666  69,866 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △19,800  43,359 

   当期変動額合計  △19,800  43,359 

  当期末残高  69,866  113,225 

少数株主持分     

 前期末残高  －  － 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  －  42,045 

  当期変動額合計  －  42,045 

 当期末残高  －  42,045 

純資産合計     

 前期末残高  9,691,013  10,472,595 

 当期変動額     

  剰余金の配当  △328,480  △337,884 

  自己株式の処分  －  26,900 

  土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

  連結範囲の変動  －  △842 

  当期純利益  1,504,378  1,732,440 

  自己株式の取得  △374,515  － 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △19,800  85,404 

  当期変動額合計  781,582  1,483,188 

 当期末残高  10,472,595  11,955,784 
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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  2,675,228  3,065,838 

 減価償却費  618,271  631,348 

 減損損失  22,939  － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  57,675  △37,763 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  △2,750  67,590 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △7,750  1,520 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  20,080  12,473 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  4,203  2,678 

 受取利息及び受取配当金  △3,025  △3,491 

 持分法による投資損益（△は益）  4,148  845 

 為替差損益（△は益）  514  1,485 

 支払利息  50,481  68,236 

 固定資産売却損益（△は益）  △14,111  △5,525 

 固定資産廃棄損  57,930  43,199 

 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）  33,931  － 

 会員権評価損  14,850  30 

 災害損失  －  154,787 

 売上債権の増減額（△は増加）  1,727,691  △2,831,617 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  4,504  △2,393 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △671,148  806,025 

 未払消費税等の増減額（△は減少）  △137,791  △93,446 

 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）  4,200  － 

 その他  △334,491  △631,622 

 小計  4,125,582  1,179,782 

 利息及び配当金の受取額  3,025  3,491 

 利息の支払額  △50,052  △70,555 

 保険金の受取額  －  790,366 

 法人税等の支払額  △1,350,990  △1,027,183 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  2,727,564  875,901 

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  △199,453  △2,509,822 

 有形固定資産の売却による収入  30,747  12,889 

 無形固定資産の取得による支出  △34,245  △321,238 

 投資有価証券の取得による支出  △108,325  △3,963 

 投資有価証券の売却による収入  －  184,691 

 出資金の分配による収入  2,760  － 

 関係会社株式の取得による支出  △6,272  △13,832 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  －  △296,140 

 関係会社の整理による収入  －  41,207 

 貸付けによる支出  △11,636  △20,100 

 貸付金の回収による収入  20,652  22,695 

 その他  58,044  73,822 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △247,727  △2,829,791 
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  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31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）  500,000  △35,000 

 長期借入れによる収入  －  1,119,490 

 長期借入金の返済による支出  △120,000  △187,385 

 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  △44,640  △184,996 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △367,636  374,224 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △514  △1,330 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  2,111,685  △1,580,995 

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期末残高  3,697,597  2,126,976 
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継続企業継続企業継続企業継続企業のののの前提前提前提前提にににに関関関関するするするする注記注記注記注記    
 

該当事項はありません。 
 

(5)(5)(5)(5)    連結財務諸表作成連結財務諸表作成連結財務諸表作成連結財務諸表作成のためののためののためののための基本基本基本基本となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なななな事項事項事項事項    
 

項目 

前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

１ 連結の範囲に関する
事項 

（1）連結子会社の数 ８社 

連結子会社の名称 

メカノス㈱ 

㈱トラフィックアイ 

㈱シー・アンド・シー 

㈱アクシス 

㈱エコロジライン 

トランコムＤＳ東日本㈱ 

トランコムＤＳ西日本㈱ 

トランコムＥＸ東日本㈱ 

 

（1）連結子会社の数 10社 

連結子会社の名称 

メカノス㈱ 

㈱トラフィックアイ 

㈱シー・アンド・シー 

㈱エコロジライン 

トランコムＤＳ東日本㈱ 

トランコムＤＳ西日本㈱ 

トランコムＥＸ東日本㈱ 

Ｃ＆Ｃ ＢＡＮＧＫＯＫ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

㈱エムエスケイ 

スリーエスシステムズ㈱ 
 

 なお、湖栄運送㈱、トランコムＤＳ関東㈱につ
いては当連結会計年度において清算したため
連結の範囲から除いております。 

また、平成21年２月23日にトランコムＥＸ東日
本㈱を設立したことにより当連結会計年度か
ら連結子会社に含めております。 

 

前連結会計年度において非連結子会社であっ
たＣ＆Ｃ ＢＡＮＧＫＯＫ ＣＯ.,ＬＴＤ.につ
いては、重要性が増加したことにより、当連結
会計年度から連結範囲に含めることとしまし
た。 

また、㈱エムエスケイについては、平成21年７
月１日に株式を取得したことにより当連結会
計年度から連結子会社に含めており、同社の
100％子会社であるスリーエスシステムズ㈱も
連結子会社に含めております。 

なお、㈱アクシスについては、平成21年７月１
日付けで㈱シーアンドシーと合併したため、連
結の範囲から除いております。 
 

 （2）非連結子会社の数 １社 

非連結子会社の名称 

Ｃ＆Ｃ ＢＡＮＧＫＯＫ ＣＯ.,ＬＴＤ 
 

なお、平成20年９月11日にＣ＆Ｃ ＢＡＮＧＫ
ＯＫ ＣＯ.,ＬＴＤを設立しましたが、純資
産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等は、
いずれも少額であり、全体として連結財務諸表
に重要な影響を及ぼさないものであるため、連
結の範囲から除外しております。 
 

（2）非連結子会社の数 １社 

非連結子会社の名称 

ＰＴ．ＴＲＡＮＣＯＭ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 
 

平成22年１月４日にＰＴ．ＴＲＡＮＣＯＭ Ｉ
ＮＤＯＮＥＳＩＡを設立しましたが、純資産、
売上高、当期純利益及び利益剰余金等は、いず
れも少額であり、全体として連結財務諸表に重
要な影響を及ぼさないものであるため、連結の
範囲から除外しております。 
 

２ 持分法の適用に関す
る事項 

関連会社につきましては持分法を適用してお
ります。 

関連会社の数 ２社 

関連会社の名称 

アルトラン㈱ 

㈱ＣＬＩＰ 

 

（1）持分法を適用した関連会社数 １社 

関連会社の名称 

㈱ＣＬＩＰ 

アルトラン㈱については当連結会計年度にお
いて清算したため持分法の適用から除いてお
ります。 

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関
連会社の名称 

 ＰＴ．ＴＲＡＮＣＯＭ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 

 華和名盛科技有限公司 

 メディオン㈱ 

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末日は、連結決算日と一
致しております。 

 

連結子会社のうちＣ＆Ｃ ＢＡＮＧＫＯＫ Ｃ
Ｏ.,ＬＴＤ.の決算日は、12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現
在の財務諸表を使用しております。ただし、１
月１日から連結決算日３月31日までの期間に
発生した重要な取引については、連結上必要な
調整を行なっております。 

 
   

－　18　－



  

 

トランコム㈱ （9058）平成 22 年３月期 決算短信    

 
(6)(6)(6)(6)    連結財務諸表作成連結財務諸表作成連結財務諸表作成連結財務諸表作成のためののためののためののための基本基本基本基本となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なななな事項事項事項事項のののの変更変更変更変更    

 
会計方針会計方針会計方針会計方針のののの変更変更変更変更    

前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「たな卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
に変更しております。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当期純利益に与える影響はありません。 
 

―――――――― 

 

（リース取引に関する会計基準等） 

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。 

これにより、営業利益は13,916千円増加、経常利益及び税金
等調整前当期純利益はそれぞれ12,888千円減少しております。 

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。 

 

 

―――――――― 

 

（退職給付に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正
（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用
しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響はありません。 

 

 （工事契約に関する会計基準） 

「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）を当連結会計

年度より適用し、当連結会計年度末までの進捗部分について成
果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適
用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用して
おります。 

これにより当連結会計年度の営業収入は48,826千円増加し、
営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ
28,795千円減少しております。 

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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表示方法表示方法表示方法表示方法のののの変更変更変更変更    

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月

７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年
度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会
計年度から「商品」「仕掛品」「貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度に含まれる「商品」「仕掛品」「貯蔵
品」は、それぞれ3,920千円、1,225千円、11,605千円でありま
す。 
 

―――――――― 

 

（連結損益計算書） 

保険返戻金 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「保険返戻金」は営業外収益の100分の10を超える
こととなったため、区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれて
おりました「保険返戻金」は7千円であります。 
 

 

―――――――― 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フロー
の「その他」に含めて表示しておりました「災害損失」は重要

性が増加したため、当連結会計年度においては区分掲記するこ
とに変更しました。なお、前連結会計年度の営業活動によるキ
ャッシュ・フローの「その他」に含まれる「災害損失」は7,545
千円であります。 
  

 

注記事項注記事項注記事項注記事項    

連結貸借対照表、連結損益計算書、リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引、ストック・オ

プション等、有価証券、税効果会計、賃貸不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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((((企業結合等関係企業結合等関係企業結合等関係企業結合等関係))))    

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

パーチェス法の適用 

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称   株式会社エムエスケイ 

事業の内容      アウトソーシング事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

株式会社エムエスケイは、コンピュータソフトウェアの設計・販売及びコンサルティング等の事業

を展開する企業であり、長年に亘る堅実な経営の結果、安定的な業績を維持しております。当社は、

当該会社の株式を取得し、当社グループ内の機能の充実を図ることで、双方の顧客基盤の拡大と深耕

を図り、また同時に当社グループにおける時代に即応したＩＴ戦略の加速化を実現することを目的と

しております。 

(3) 企業結合日 

平成21年７月１日 

(4) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

企業結合の法的形式   現金及び普通株式を対価とする株式取得 

結合後企業の名称    株式会社エムエスケイ 

(5) 取得した議決権比率 

70.5％ 

 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成21年７月１日から平成22年３月31日 

 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価 トランコム株式会社の普通株式 26,900千円 

 現金 537,690千円 

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 20,000千円 

取得原価  584,590千円 

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1) 発生したのれんの金額 

271,147千円 

(2) 発生原因 

取得原価が取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれん

として計上しています。 

(3) 償却方法及び償却期間 

５年間に亘る均等償却 

 

５．追加取得した株式、追加発生したのれんの金額、償却方法及び償却期間 

(1) 追加取得した株式 

平成21年９月30日に9.6％及び平成22年３月31日に10.8％の株式を追加取得し、連結会計年度末は、

90.9％の取得割合となりました。 

(2) 追加発生したのれんの金額 

47,464千円 

(3) 償却方法及び償却期間 

５年間に亘る均等償却 
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(セグメント情報) 
 

【事業の種類別セグメント情報】 
  

前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３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) 

Ⅰ営業収入 

及び営業損益 
        

 営業収入         

 (1)外部顧客に対する 

営業収入 
36,325,805 15,158,385 11,376,419 875,288 1,456,274 65,192,172 － 65,192,172 

 (2)セグメント間の内部 

営業収入又は振替高 
－ 525 79,489 379,798 549,471 1,009,285 (1,009,285) － 

計 36,325,805 15,158,911 11,455,908 1,255,087 2,005,745 66,201,458 (1,009,285) 65,192,172 

 営業費用 35,229,729 14,000,198 10,925,177 1,199,017 1,967,255 63,321,378 (1,013,821) 62,307,556 

 営業利益 1,096,076 1,158,712 530,731 56,069 38,490 2,880,080 4,535 2,884,616 

Ⅱ資産、減価償却費 

及び資本的支出 
        

 資産 4,512,179 8,292,020 4,650,106 637,063 529,562 18,620,931 935,389 19,556,320 

 減価償却費 33,339 299,483 216,007 23,224 9,713 581,768 36,502 618,271 

 減損損失 － － 22,939 － － 22,939 － 22,939 

 資本的支出 110,163 428,197 434,667 40,892 23,212 1,037,134 95,756 1,132,890 

（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 

３ 資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は、1,785,889千円であり、その主なものは当社での長期投資資産（投

資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

４ 会計方針の変更 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、「ロジスティクスマネジメント事業」は7,489

千円、「貨物運送事業」は5,104千円、「自動車整備事業」は1,641千円、「消去又は全社」は40千円減少し、営業利益は同額

増加しております。「物流情報サービス事業」は171千円、「アウトソーシング事業」は187千円営業費用が増加し、営業利

益は同額減少しております。 
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当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３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) 

Ⅰ営業収入 

及び営業損益 
        

 営業収入         

 (1)外部顧客に対する 

営業収入 
33,054,287 16,818,123 11,292,221 2,772,720 757,256 64,694,609 － 64,694,609 

 (2)セグメント間の内部 

営業収入又は振替高 
34,012 6,283 1,175,168 599,744 397,930 2,213,139 (2,213,139) － 

計 33,088,299 16,824,406 12,467,390 3,372,465 1,155,187 66,907,749 (2,213,139) 64,694,609 

 営業費用 31,974,945 15,592,695 11,681,615 3,301,263 1,114,828 63,665,348 (2,183,199) 61,482,149 

 営業利益 1,113,354 1,231,711 785,774 71,201 40,358 3,242,400 (29,940) 3,212,459 

Ⅱ資産、減価償却費 

及び資本的支出 
        

 資産 5,973,185 9,922,698 4,652,204 1,757,178 619,487 22,924,754 753,171 23,677,926 

 減価償却費 63,814 261,349 227,330 16,030 24,463 592,988 38,359 631,348 

 減損損失 － － － － － － － － 

 資本的支出 110,179 2,686,321 289,448 77,817 10,499 3,174,267 108,379 3,282,646 

（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 資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は、2,640,329千円であり、その主なものは当社での長期投資資産（投

資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

４ 会計方針の変更 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「アウトソーシング事業」における営業収入は48,826

千円増加し、営業利益は28,795千円減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

平成20年９月11日付、連結子会社である㈱シー・アンド・シーが49％出資しＣ＆Ｃ ＢＡＮＧＫＯＫ ＣＯ.,ＬＴＤ．を

タイ王国に設立いたしましたが、当連結会計年度におきましては、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、記載を省

略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えてい

るため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

平成20年９月11日付、連結子会社である㈱シー・アンド・シーが49％出資しＣ＆Ｃ ＢＡＮＧＫＯＫ ＣＯ.,ＬＴＤ．を

タイ王国に設立いたしましたが、当連結会計年度におきましては、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、記載を省

略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 
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（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 1,084.81円 

１株当たり当期純利益 152.72円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 1,231.54円 

１株当たり当期純利益 179.18円 

同左 

    
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

 当期純利益（千円） 1,504,378 1,732,440 

 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（千円） 1,504,378 1,732,440 

 普通株式の期中平均株式数（株） 9,850,412 9,668,516 

   

 

（重要な後発事象） 
 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 当社は、平成21年４月６日の取締役会書面決議において、株

式会社エムエスケイ（本社：名古屋市中村区、代表取締役：市
原貞巳）の発行済普通株式のうち、70.5％（1,313株）を取得す

る決議をなし、平成21年４月７日付、当該会社主要株主との間
で「株式譲渡に関する基本合意書」を締結いたしました。 

 当該会社は、コンピュータソフトウェアの設計・販売、コン
サルティング等の事業を展開する企業であり、長年に亘る堅実
な経営の結果、安定的な業績を維持しております。 

 当社は、当該会社の株式を取得し、当社グループ内の機能の

充実を図ることで、双方の顧客基盤の拡大と深耕を図り、また
同時に当社グループにおける時代に即応したＩＴ戦略の加速化
を実現することを目的としております。 

 なお、株式譲渡契約締結につきましては、平成21年７月上旬
を予定しており、当該会社の連結を平成21年度第２四半期より

予定しております。今後の年間業績予想（連結）への影響につ
きましては現在精査中であり、別途必要に応じて開示いたしま
す。 

 

――――――――― 
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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21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  2,913,123  661,584 

  受取手形  776,770  810,134 

  営業未収入金  4,756,271  7,442,658 

  リース投資資産  5,109  5,223 

  貯蔵品  2,010  2,281 

  前払費用  176,413  180,348 

  繰延税金資産  163,186  198,472 

  短期貸付金  72,195  155,308 

  未収入金  150,179  230,239 

  その他  40,232  52,335 

  貸倒引当金  △11,510  △21,570 

  流動資産合計  9,043,983  9,717,016 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物  4,603,527  5,790,631 

    減価償却累計額  △1,742,401  △1,676,481 

    建物（純額）  2,861,126  4,114,149 

   構築物  370,262  466,009 

    減価償却累計額  △241,319  △260,344 

    構築物（純額）  128,942  205,664 

   機械及び装置  323,588  308,195 

    減価償却累計額  △179,162  △57,438 

    機械及び装置（純額）  144,426  250,756 

   車両運搬具  1,989,408  1,901,942 

    減価償却累計額  △1,824,071  △1,773,125 

    車両運搬具（純額）  165,337  128,817 

   工具、器具及び備品  256,693  248,981 

    減価償却累計額  △160,628  △168,670 

    工具、器具及び備品（純額）  96,064  80,311 

   土地  2,472,602  2,698,081 

   リース資産  476,246  550,088 

    減価償却累計額  △58,139  △142,313 

    リース資産（純額）  418,107  407,774 

   建設仮勘定  70,287  － 

   有形固定資産合計  6,356,893  7,885,557 

  無形固定資産     

   借地権  7,902  199,425 

   ソフトウェア  116,082  81,282 

   ソフトウェア仮勘定  －  76,540 

   リース資産  7,122  18,924 

   施設利用権  1,173  1,059 

   無形固定資産合計  132,280  377,231 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  235,673  166,881 

   関係会社株式  576,938  1,279,808 

   出資金  5,445  5,445 

   従業員に対する長期貸付金  3,308  － 

   関係会社長期貸付金  38,000  7,000 

   破産更生債権等  47,160  28,367 

   長期前払費用  2,278  1,600 

   繰延税金資産  174,915  165,203 

   差入保証金  1,000,495  1,007,923 

   保険積立金  78,852  83,317 

   会員権  122,960  95,382 

   その他  12,672  7,449 

   貸倒引当金  △78,926  △32,830 

   投資その他の資産合計  2,219,773  2,815,546 

  固定資産合計  8,708,947  11,078,335 

 資産合計  17,752,931  20,795,351 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部     

 流動負債     

  営業未払金  3,699,078  4,577,422 

  短期借入金  1,500,000  1,500,000 

  １年内返済予定の長期借入金  120,000  327,560 

  リース債務  119,703  137,189 

  未払金  235,040  152,646 

  未払費用  353,415  374,618 

  未払法人税等  299,125  533,467 

  未払消費税等  108,128  － 

  前受金  101,564  100,904 

  預り金  75,587  80,389 

  賞与引当金  257,000  260,000 

  役員賞与引当金  17,700  17,900 

  流動負債合計  6,886,343  8,062,098 

 固定負債     

  長期借入金  215,000  921,850 

  リース債務  348,862  333,901 

  再評価に係る繰延税金負債  40,678  56,263 

  退職給付引当金  92,831  105,497 

  役員退職慰労引当金  115,270  115,245 

  長期預り保証金  324,749  317,899 

  固定負債合計  1,137,391  1,850,657 

 負債合計  8,023,735  9,912,755 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  1,080,047  1,080,047 

  資本剰余金     

   資本準備金  1,230,304  1,230,304 

   その他資本剰余金  413  － 

   資本剰余金合計  1,230,718  1,230,304 

  利益剰余金     

   利益準備金  81,629  81,629 

   その他利益剰余金     

    別途積立金  6,300,000  7,300,000 

    繰越利益剰余金  2,017,779  2,094,821 

   利益剰余金合計  8,399,408  9,476,450 

  自己株式  △1,050,624  △1,019,284 

  株主資本合計  9,659,549  10,767,518 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  10,057  32,658 

  土地再評価差額金  59,588  82,418 

  評価・換算差額等合計  69,646  115,077 

 純資産合計  9,729,195  10,882,596 

負債純資産合計  17,752,931  20,795,351 
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(2) 損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業収入     

 物流情報サービス事業収入  36,325,805  33,086,749 

 ロジスティクスマネジメント事業収入  14,727,948  16,399,429 

 貨物運送事業収入  7,384,432  6,810,274 

 営業収入合計  58,438,187  56,296,453 

営業原価     

 物流情報サービス事業原価  34,931,030  31,701,396 

 ロジスティクスマネジメント事業原価  13,159,039  14,722,975 

 貨物運送事業原価  6,907,936  6,303,347 

 売上原価合計  54,998,005  52,727,720 

営業総利益  3,440,181  3,568,733 

販売費及び一般管理費     

 人件費  488,426  513,805 

  (うち賞与引当金繰入額)  12,330  13,035 

  (うち役員賞与引当金繰入額)  17,700  17,900 

  (うち役員退職慰労引当金繰入額)  7,013  7,255 

 減価償却費  45,491  47,824 

 保険料  16,839  15,264 

 施設利用料  69,095  70,073 

 リース料  11,458  9,934 

 保守料  62,172  98,999 

 事業税等  55,200  55,200 

 租税公課  8,808  10,041 

 旅費及び交通費  44,794  52,352 

 交際費  36,932  37,705 

 諸会費  6,443  4,916 

 募集費  19,222  19,362 

 貸倒引当金繰入額  43,597  18,199 

 関係会社負担金  －  △227,943 

 その他  99,831  226,700 

 販売費及び一般管理費合計  1,008,313  952,438 

営業利益  2,431,868  2,616,294 

営業外収益     

 受取利息  2,755  2,290 

 受取配当金  38,547  33,313 

 助成金収入  266  － 

 保険返戻金  22,821  － 

 その他  17,007  14,488 

 営業外収益合計  81,398  50,092 
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  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業外費用     

 支払利息  41,741  43,001 

 債権売却損  10,900  7,422 

 為替差損  514  1,471 

 投資事業組合運用損  6,938  4,888 

 貸倒引当金繰入額  1,083  － 

 その他  3,346  2,112 

 営業外費用合計  64,526  58,895 

経常利益  2,448,739  2,607,491 

特別利益     

 固定資産売却益  14,135  5,606 

 投資有価証券売却益  －  70,416 

 前期損益修正益  －  8,660 

 関係会社清算益  70,405  － 

 その他  －  1,207 

 特別利益合計  84,540  85,889 

特別損失     

 固定資産売却損  1,823  127 

 固定資産廃棄損  22,346  41,099 

 減損損失  22,939  － 

 投資有価証券評価損  33,329  － 

 関係会社株式評価損  9,999  － 

 関係会社清算損  8,805  － 

 会員権評価損  14,000  － 

 過年度支払手数料  17,121  － 

 災害による損失  －  154,787 

 貸倒引当金繰入額  13,500  － 

 その他  30,364  － 

 特別損失合計  174,229  196,015 

税引前当期純利益  2,359,051  2,497,366 

法人税、住民税及び事業税  779,000  1,081,000 

法人税等調整額  190,055  △25,417 

法人税等合計  969,055  1,055,582 

当期純利益  1,389,995  1,441,783 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本     

 資本金     

  前期末残高  1,080,047  1,080,047 

  当期末残高  1,080,047  1,080,047 

 資本剰余金     

  資本準備金     

   前期末残高  1,230,304  1,230,304 

   当期末残高  1,230,304  1,230,304 

  その他資本剰余金     

   前期末残高  413  413 

   当期変動額     

    自己株式の処分  －  △4,440 

    利益剰余金から資本剰余金への振替  －  4,026 

    当期変動額合計  －  △413 

   当期末残高  413  － 

  資本剰余金合計     

   前期末残高  1,230,718  1,230,718 

   当期変動額     

    自己株式の処分  －  △4,440 

    利益剰余金から資本剰余金への振替  －  4,026 

    当期変動額合計  －  △413 

   当期末残高  1,230,718  1,230,304 

 利益剰余金     

  利益準備金     

   前期末残高  81,629  81,629 

   当期末残高  81,629  81,629 

  その他利益剰余金     

   別途積立金     

    前期末残高  5,300,000  6,300,000 

    当期変動額     

     別途積立金の積立  1,000,000  1,000,000 

     当期変動額合計  1,000,000  1,000,000 

    当期末残高  6,300,000  7,300,000 

   繰越利益剰余金     

    前期末残高  1,956,264  2,017,779 

    当期変動額     

     剰余金の配当  △328,480  △337,884 

     別途積立金の取崩  △1,000,000  △1,000,000 

     当期純利益  1,389,995  1,441,783 

     利益剰余金から資本剰余金への振替  －  △4,026 

     土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

     当期変動額合計  61,515  77,042 

    当期末残高  2,017,779  2,094,821 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  利益剰余金合計     

   前期末残高  7,337,893  8,399,408 

   当期変動額     

    剰余金の配当  △328,480  △337,884 

    別途積立金の取崩  －  － 

    当期純利益  1,389,995  1,441,783 

    利益剰余金から資本剰余金への振替  －  △4,026 

    土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

    当期変動額合計  1,061,515  1,077,042 

   当期末残高  8,399,408  9,476,450 

 自己株式     

  前期末残高  △676,109  △1,050,624 

  当期変動額     

   自己株式の取得  △374,515  － 

   自己株式の処分  －  31,340 

   当期変動額合計  △374,515  31,340 

  当期末残高  △1,050,624  △1,019,284 

 株主資本合計     

  前期末残高  8,972,550  9,659,549 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △328,480  △337,884 

   当期純利益  1,389,995  1,441,783 

   自己株式の取得  △374,515  － 

   自己株式の処分  －  26,900 

   土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

   当期変動額合計  686,999  1,107,968 

  当期末残高  9,659,549  10,767,518 

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  前期末残高  29,940  10,057 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △19,883  22,601 

   当期変動額合計  △19,883  22,601 

  当期末残高  10,057  32,658 

 土地再評価差額金     

  前期末残高  59,588  59,588 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  －  22,830 

   当期変動額合計  －  22,830 

  当期末残高  59,588  82,418 

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高  89,529  69,646 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △19,883  45,431 

   当期変動額合計  △19,883  45,431 

  当期末残高  69,646  115,077 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計     

 前期末残高  9,062,079  9,729,195 

 当期変動額     

  剰余金の配当  △328,480  △337,884 

  当期純利益  1,389,995  1,441,783 

  自己株式の取得  △374,515  － 

  自己株式の処分  －  26,900 

  土地再評価差額金の取崩  －  △22,830 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △19,883  45,431 

  当期変動額合計  667,115  1,153,400 

 当期末残高  9,729,195  10,882,596 
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継続企業継続企業継続企業継続企業のののの前提前提前提前提にににに関関関関するするするする注記注記注記注記    
 

該当事項はありません。 

 

会計方針会計方針会計方針会計方針のののの変更変更変更変更    
 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

当事業年度より、「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価

法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更

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

び当期純利益に与える影響はありません。 

 

―――――――― 

 

 

（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、

賃貸借取引によ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、平成20年３月31日以前に契約を行ったリース契約につ

いては、通常の賃貸借取引に準じた方法によっております。 

これにより、営業利益は12,393千円増加、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ5,672千円減少しております。 

 

 

―――――――― 

 

（退職給付に係る会計基準） 

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（そ
の３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用して
おります。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響はありません。 
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表示方法表示方法表示方法表示方法のののの変更変更変更変更    
 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（損益計算書） 

保険返戻金 

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「保険返戻金」は営業外収益の100分の10を超えること

となったため、区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれており

ました「保険返戻金」は7千円であります。 

 

（損益計算書） 

関係会社負担金 

 前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「関係会社負担金」は重要性が増したため、

区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その他」に含
まれておりました「関係会社負担金」は△163,032千円でありま
す。 

 

  

（１株当たり情報） 
 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 1,007円81銭 

１株当たり当期純利益 141円11銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 1,124円95銭 

１株当たり当期純利益 149円12銭 

 同左 

    
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

 当期純利益（千円） 1,389,995 1,441,783 

 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（千円） 1,389,995 1,441,783 

 普通株式の期中平均株式数（株） 9,850,412 9,668,516 
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（重要な後発事象） 
 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

連結子会社である株式会社シー・アンド・シー及び株式会社ア
クシスについて、平成21年７月１日付けで、経営統合する旨を、
平成21年３月23日に決議しました。 

 

当社は、平成21年４月６日の取締役会書面決議において、株式

会社エムエスケイ（本社：名古屋市中村区、代表取締役：市原
貞巳）の発行済普通株式のうち、70.5％（1,313株）を取得する
決議をなし、平成21年４月７日付、当該会社主要株主との間で
「株式譲渡に関する基本合意書」を締結いたしました。 

 当該会社は、コンピュータソフトウェアの設計・販売、コン
サルティング等の事業を展開する企業であり、長年に亘る堅実
な経営の結果、安定的な業績を維持しております。 

 当社は、当該会社の株式を取得し、当社グループ内の機能の
充実を図ることで、双方の顧客基盤の拡大と深耕を図り、また

同時に当社グループにおける時代に即応したＩＴ戦略の加速化
を実現することを目的としております。 

 なお、株式譲渡契約締結につきましては、平成21年７月上旬
を予定しており、当該会社の連結を平成21年度第２四半期より

予定しております。今後の年間業績予想（連結）への影響につ
きましては現在精査中であり、別途必要に応じて開示いたしま
す。 

 

――――――――― 

 

 

６．その他 

    

（1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

    

（2）生産、受注及び販売の状況 

 当社グループの事業内容は、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、貨物運送事業、ア

ウトソーシング事業、及び自動車整備事業であり、業種・業態により生産及び受注については記載を省略し、

販売の状況については「１．経営成績」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて記載しておりま

す。 

 なお、主な相手先別の販売実績につきましては、すべての販売先の総販売実績に対する販売実績の割合が100

分の10以上になる販売先がありませんので、記載を省略しております。 
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