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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第86期

第２四半期
連結累計期間

第87期
第２四半期
連結累計期間

第86期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (百万円) 6,950 6,623 13,702

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 62 △19 71

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(百万円) 77 △8 68

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 27 △23 △179

純資産額 (百万円) 2,552 2,249 2,346

総資産額 (百万円) 9,910 9,239 9,369

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失(△)

(円) 5.31 △0.56 4.67

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 25.8 24.3 25.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △284 △55 72

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △48 31 △66

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 86 47 △212

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 637 700 677
 

 

回次
第86期

第２四半期
連結会計期間

第87期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.90 2.31
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第87期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第86期及び第86期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1)業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内での熊本地震の影響、個人消費の低迷、円高や株式市場

の不安定な状況に加え、アジア新興国の景気減速や英国のＥＵ離脱問題等の海外経済の不確実性の高まり等によ

り、依然として不透明な状況で推移しました。当社グループはこのような状況下におきまして、顧客ニーズに柔軟

に対応するとともに、積極的な営業展開に努めてまいりました結果、総取扱量は前年同期間比1.7％増加しました

が、売上高は66億23百万円余(対前年同期間３億27百万円余減)となりました。損益面につきましては、売上高が減

少したことにより、営業総利益は前年同期間比19.0％減少し４億49百万円余(対前年同期間１億５百万円余減)とな

りました。営業損失は44百万円余(前年同期間は営業利益44百万円余)、経常損失は19百万円余(前年同期間は経常利

益62百万円余)、親会社株主に帰属する四半期純損失は８百万円余(前年同期間は親会社株主に帰属する四半期純利

益77百万円余)の計上となっております。

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①輸出部門

輸出部門におきましては、雑貨、機械機器製品が減少したことにより、輸出部門の売上高は前年同期間比10.8％

減少し14億62百万円余、セグメント損失は72百万円余(前年同期間はセグメント損失56百万円余)の計上となりまし

た。

②輸入部門

輸入部門におきましては、雑貨が減少したことにより、輸入部門の売上高は前年同期間比2.5％減少し25億43百万

円余、セグメント損失は９百万円余（前年同期間はセグメント利益18百万円余）の計上となりました。

③国際部門

国際部門におきましては、国際輸出は、北米及びメキシコ向けの機械が減少しましたが、中国及び東南アジア向

け資材が好調に推移したことにより、国際輸出部門の売上高は前年同期間比2.5％増加し７億51百万円余の計上とな

りました。国際輸入は、東南アジアからの繊維製品、雑貨の取扱いは好調に推移しましたが、中国からの家電、生

活雑貨が減少したことにより、国際輸入部門の売上高は前年同期間比5.3％減少し17億85百万円余の計上となりまし

た。その結果、国際部門の売上高は前年同期間比3.1％減少し25億37百万円余、セグメント利益は前年同期間比42百

万円余減少し６百万円余の計上となりました。

④その他

船内荷役、港湾関連及び倉庫業等の売上合計は前年同期間比9.6％減少し１億18百万円余となり、セグメント利益

は前年同期間比２百万円余減少し30百万円余の計上となりました。

 

　（注）上記のセグメントの営業収入には、セグメント間の内部営業収入37百万円余を含んでおります。
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(2)財政状態の分析

当第２四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１億30百万円余減少し、92億39百万円余とな

りました。流動資産は16百万円余減の33億25百万円余、固定資産は１億13百万円余減の59億13百万円余となりまし

た。流動資産減少の主な要因は、売掛金、立替金等の増加がありますが、未収入金の減少等によるものでありま

す。固定資産減少の主な要因は、投資有価証券の減少及び減価償却費計上による減少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１億40百万円余減少し、43億34百万円余となりました。固定負債は、前連

結会計年度末に比べ、１億７百万円余増加し26億55百万円余となりました。流動負債減少の主な要因は、営業未払

金、短期借入金の減少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、96百万円余減少し、22億49百万円余となりました。これは、利益剰余金、

その他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、７億円余となり、前年同

四半期連結累計期間末より62百万円余の増加となりました。各キャッシュ・フロー状況と要因は次のとおりであり

ます。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、減価償却費１億23百万円余ありますが、営業債権の

増加額76百万円余、営業債務の減少額51百万円余、その他の資産の増加額37百万円余により、55百万円余の減少(前

年同四半期は２億84百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると２億28百万円余の増加となりました。これは

主にその他の資産の増減額によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金は、無形固定資産の取得による支出37百万円余、有形固

定資産の取得による支出19百万円余ありますが、その他の収入１億４百万円余により、31百万円余の増加(前年同四

半期は48百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると79百万円余の増加となりました。これは主に、その他の

収入等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、長期借入金の返済による支出４億96百万円余、配当

金の支払額73百万円余ありますが、長期借入れによる収入６億円により、47百万円余の増加(前年同四半期86百万円

余の増加)となり、前年同四半期と比べると39百万円余の減少となりました。これは主に、長期借入金の返済による

支出によるものであります。

 

(4)研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5)従業員数

当第２四半期連結累計期間において著しい増減はありません。

 

(6)生産、受注及び販売の実績

当社グループは、生産、受注及び販売を行う事業を行っておりませんので、記載を省略しております。
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(7)主要な設備

新設、休止、大規模模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間において、重要な変動はありま

せん。

 

(8)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループの主要な事業である港湾運送における貨物量は、景気の変動はもとより、業者間の価格競争や、生

産在庫調整など顧客の物流政策の変更による影響を受けます。また、海外地域における貿易に関する法的規制や、

産業構造の変化及び物流形態の変革等によって増減する可能性があります。

雇用・所得環境の改善により、景気の回復が期待されるものの、新興国等の海外景気の下振れ懸念や円高による

輸出関連への影響等により港湾物流における貨物量は不透明感を払拭できない状況であり、当グループの事業環境

は依然として厳しい状況が続くものと思われます。

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、景気の動向や経営環境の変化に柔軟に対応し、継続

的に安定した収益を確保できる基盤を確立するため、海外物流拠点の充実による効率的で且つきめ細かいサービス

の提供など「国際物流業務のトータルプランナーとして常に革新する企業」を目指し、顧客のニーズの変化に対応

した事業体となる経営を進めてまいります。

今後の見通しにつきましては、営業部門の強化を図り既存顧客のシェア拡大と新規顧客の獲得、自家施設の有効

活用による売上拡大により、業績の向上に努めてまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 54,000,000

計 54,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,700,000 14,700,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 14,700,000 14,700,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年９月30日 ― 14,700 ― 735,000 ― 170,427
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(6) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

トランコム株式会社 名古屋市東区葵１丁目19-30 1,422 9.7

株式会社大運 大阪市中央区久太郎町４丁目１-３ 859 5.8

トレーディア㈱社員持株会 神戸市中央区海岸通１丁目２-22 742 5.1

株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町２丁目１-１ 727 4.9

前　田　慶　和 大阪府貝塚市 712 4.8

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３-２ 687 4.7

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
(常任代理人：日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内１丁目４-５
(東京都港区浜松町２丁目11-３)

667 4.5

株式会社大豊ディピーセンター 大阪府貝塚市二色北町１-３ 597 4.1

日本製麻株式会社 富山県砺波市下中３-３ 569 3.9

損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

東京都新宿区西新宿１丁目26-１ 313 2.1

計 7,297 49.6
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 32,000

 

― ―

(相互保有株式)
普通株式 36,000

 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,593,000
 

 

14,593 ―

単元未満株式 普通株式 39,000
 

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数  14,700,000
 

― ―

総株主の議決権 ― 14,593 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権

１個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式907株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
トレーディア株式会社

神戸市中央区海岸通1-2-22 32,000 ― 32,000 0.2

(相互保有株式)
広瀬産業海運株式会社

大阪市港区築港3-1-8 5,000 ― 5,000 0.0

(相互保有株式)
三笠陸運株式会社

神戸市中央区港島8-11-6 12,000 ― 12,000 0.1

(相互保有株式)
株式会社忠和商会

横浜市中区新山下3-2-15 19,000 ― 19,000 0.1

計 ― 68,000 ― 68,000 0.5
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、神明監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 677,032 700,425

  受取手形及び売掛金 1,514,695 1,591,157

  繰延税金資産 68,794 84,185

  立替金 809,237 836,112

  その他 275,517 120,380

  貸倒引当金 △3,471 △6,930

  流動資産合計 3,341,806 3,325,331

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,523,853 1,473,562

   機械装置及び運搬具（純額） 48,121 48,020

   工具、器具及び備品（純額） 6,233 5,484

   土地 1,781,656 1,781,656

   リース資産（純額） 135,830 118,057

   有形固定資産合計 3,495,696 3,426,781

  無形固定資産   

   借地権 34,560 34,560

   その他 228,637 193,427

   無形固定資産合計 263,197 227,987

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,040,014 1,028,729

   差入保証金 787,386 787,087

   その他 449,795 451,772

   貸倒引当金 △8,653 △8,653

   投資その他の資産合計 2,268,543 2,258,936

  固定資産合計 6,027,436 5,913,705

 資産合計 9,369,243 9,239,036
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び営業未払金 1,341,641 1,290,027

  短期借入金 2,630,228 2,579,805

  リース債務 45,117 43,298

  未払法人税等 7,898 13,421

  賞与引当金 167,090 134,160

  その他 283,074 273,688

  流動負債合計 4,475,050 4,334,400

 固定負債   

  長期借入金 1,967,326 2,161,420

  リース債務 102,170 84,944

  長期未払金 126,653 96,074

  繰延税金負債 66,097 59,521

  役員退職慰労引当金 66,417 70,545

  退職給付に係る負債 219,379 182,741

  固定負債合計 2,548,044 2,655,245

 負債合計 7,023,094 6,989,646

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 1,357,501 1,275,821

  自己株式 △9,688 △9,698

  株主資本合計 2,253,239 2,171,549

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 150,020 118,661

  退職給付に係る調整累計額 △57,111 △40,820

  その他の包括利益累計額合計 92,908 77,840

 純資産合計 2,346,148 2,249,390

負債純資産合計 9,369,243 9,239,036
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業収入 6,950,885 6,623,637

営業費用 6,395,789 6,174,010

営業総利益 555,096 449,626

一般管理費 ※1  510,831 ※1  494,544

営業利益又は営業損失（△） 44,264 △44,917

営業外収益   

 受取利息及び配当金 14,910 21,259

 持分法による投資利益 14,590 30,382

 その他 33,066 34,147

 営業外収益合計 62,567 85,789

営業外費用   

 支払利息 42,884 40,925

 その他 1,545 19,822

 営業外費用合計 44,429 60,748

経常利益又は経常損失（△） 62,401 △19,876

特別利益   

 固定資産処分益 349 129

 出資金売却益 64,956 -

 特別利益合計 65,306 129

特別損失   

 固定資産除売却損 795 0

 関係会社清算損 9,772 -

 特別損失合計 10,568 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

117,139 △19,746

法人税等 39,284 △11,402

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,855 △8,344

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

77,855 △8,344
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【四半期連結包括利益計算書】

【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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,855 △8,344

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △54,515 △31,359

 退職給付に係る調整額 3,923 16,291

 その他の包括利益合計 △50,591 △15,068

四半期包括利益 27,263 △23,412

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 27,263 △23,412

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

117,139 △19,746

 減価償却費 126,271 123,465

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △21,244 △13,096

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,424 3,459

 受取利息及び受取配当金 △14,910 △21,259

 支払利息 42,884 40,925

 持分法による投資損益（△は益） △14,590 △30,382

 有形固定資産除売却損益（△は益） 445 △129

 その他の損益（△は益） △52,756 8,286

 賞与引当金の増減額（△は減少） △20,580 △32,930

 営業債権の増減額（△は増加） △1,504 △76,461

 その他の資産の増減額（△は増加） △216,586 △37,330

 営業債務の増減額（△は減少） △46,878 △51,613

 その他の負債の増減額（△は減少） △24,480 14,970

 小計 △129,214 △91,843

 利息及び配当金の受取額 14,910 21,259

 利息の支払額 △61,282 △32,239

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △108,422 47,455

 営業活動によるキャッシュ・フロー △284,009 △55,368

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 △10,767 △19,059

 有形固定資産の売却による収入 327 130

 無形固定資産の取得による支出 △21,352 △37,317

 投資有価証券の取得による支出 △2,742 △2,814

 貸付金の回収による収入 3,600 3,600

 その他の収入 32,291 104,540

 その他の支出 △49,442 △17,437

 投資活動によるキャッシュ・フロー △48,086 31,641

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 △87 -

 短期借入金の純増減額（△は減少） 40,000 40,000

 長期借入金の返済による支出 △461,329 △496,329

 長期借入れによる収入 600,000 600,000

 配当金の支払額 △73,345 △73,335

 その他の支出 △18,278 △23,216

 財務活動によるキャッシュ・フロー 86,958 47,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △245,136 23,392

現金及び現金同等物の期首残高 882,601 677,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  637,464 ※1  700,425
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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軽微であり

ます。
 

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

税金費用の計算

税金費用につきましては、当第２四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。
 

　

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。
 

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次の通り債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成28年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

 

神戸港島港運協同組合 250,840千円 神戸港島港運協同組合 250,950千円

（同組合員３社と連帯保証）  （同組合員３社と連帯保証）  
     

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　一般管理費のうち主要な項目は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

給料手当 163,487千円 162,416千円

賞与引当金繰入額 31,680千円 25,740千円

退職給付費用 7,903千円 11,285千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

現金及び預金 637,464千円 700,425千円

現金及び現金同等物 637,464千円 700,425千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 73,345 5 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 73,335 5 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

輸出 輸入 国際

売上高        

  外部顧客への売上高 1,638,678 2,607,150 2,619,030 86,026 6,950,885 ― 6,950,885

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 45,322 45,322 △45,322 ―

計 1,638,678 2,607,150 2,619,030 131,348 6,996,208 △45,322 6,950,885

セグメント利益又は損失(△) △56,884 18,770 48,717 33,661 44,264 ― 44,264
 

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船内荷役、港湾関連、倉庫業及び

その他の事業を含んでおります。

２．調整額△45,322千円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

輸出 輸入 国際

売上高        

  外部顧客への売上高 1,462,391 2,543,090 2,537,224 80,930 6,623,637 ― 6,623,637

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 37,822 37,822 △37,822 ―

計 1,462,391 2,543,090 2,537,224 118,753 6,661,459 △37,822 6,623,637

セグメント利益又は損失(△) △72,106 △9,926 6,378 30,736 △44,917 ― △44,917
 

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船内荷役、港湾関連、倉庫業及び

その他の事業を含んでおります。

２．調整額△37,822千円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額(△)

5円31銭 △0円56銭

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千
円)

77,855 △8,344

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主
に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)

77,855 △8,344

   普通株式の期中平均株式数(千株) 14,656 14,655
 

（注)１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。

２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年11月10日

トレーディア株式会社

取締役会  御中

 

神明監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
公認会計士   岡   田   憲   二    印

 

 

代表社員

業務執行社員
公認会計士   赤　　松　　秀　　世    印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトレーディア株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トレーディア株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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