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第57期 株主通信
上半期のご報告
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486億円   前期比13.1％増 21億円   前期比16.4％増 11億円   前期比13.4％増

株主の皆様へ
　株主の皆様には、日ごろより格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当上半期における我が国の経済は、昨年末
以降の政府の景気政策、円高是正等により4
～6月期の実質GDPが前期比年率3.8％増と
なる等、復調の兆しが見えてきています。しか
しながら、来年度に控えた消費税増税やTPP

（環太平洋連携協定）の結果等が景気に影響を
及ぼすため、先行き不透明な状況が継続する
ものと思われます。
　物流業界においては、燃料価格の高止まり
や荷主企業のニーズとしてのロジスティク
ス・コストの低減等が課題となり、事業者間の
競争はより厳しさを増しています。こうした
情勢の中、当社グループは2年目を迎えた、 
中期経営計画「Fusion Focus 2015」の達成に 
向け、各事業の徹底強化に取り組んでまいり
ました。また、これまで事業ごとに分かれていた 
営業体制から、各事業グループを横断した
ALL TRANCOMの営業推進体制を構築し、
ワンストップで総合的にサービスを提供して
まいりました。

　こうした結果、当上半期の売上高は前期比
13.1％増の486億25百万円で、過去最高の
売上高となりました。また、営業利益は前期比
16.4％増の21億81百万円、経常利益は前期比
19.2％増の21億27百万円、四半期純利益は
前期比13.4％増の11億87百万円と、いずれも
過去最高益を達成いたしました。
　配当については、株主の皆様への利益還元
のあり方を見直し、当期より株主優待制度を
廃止、中間配当を実施いたしました。今期の年
間配当金も過去13期に続き、安定的な増配を
予定しております。
　今後も事業環境は厳しいと予測されますが、
中期経営計画の実現に向けて下半期も力強く
諸施策を推進してまいります。
　今後とも皆様のさらなるご理解とご支援の
ほど、よろしくお願い申し上げます。
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セグメント別概況

インダストリアルサポート事業
生産業務を請け負い、徹底した生産管理・品質管理を実施し、スムーズな運営をサポート約10,000社のネットワークを活用し、空車情報と貨物情報をマッチング

サプライチェーン全体の課題を分析・理解し、最適な解決策でトータルにサポート

中間配当金の実施 1株当たり配当金推移
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売上高

営業利益

前期比371.9％増3,766百万円

51百万円

　既存拠点における収益向上と㈱スマイルス
タッフの連結化により増収増益となりました。

ロジスティクス
マネジメント事業
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インダストリアル
サポート事業

4.0%
その他事業

物流情報サービス
事業

48,625百万円
売上高

　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。
　これまで、年1回の期末配当
と、中間期に株主優待を実施

してまいりましたが、株主優
待制度を廃止し、当期より中
間配当を実施することといた
しました。当期の中間配当金
は、直近の配当予想のとおり、
1株当たり32円といたします。
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トランコムグループは、構築から運営、課題解決まであら ゆるニーズにワンストップでお応えする物流企業です。
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　各情報センターで専属車両を増加する等、減少
傾向にある空車情報の確保に注力した結果、成約
件数が増加し増収増益となりました。また、新サー
ビス（中量貨物サービス・特定顧客サービス）を開始
し、高まるニーズへの対応力強化に取り組みました。

　一部の拠点における業務縮小及び撤退等によ
る減収要因がありましたが、既存拠点における貨
物出荷量の増加及び新規受託案件の業績への寄
与により増収増益となりました。

1株当たり四半期（当期）純利益
CHECK

■セグメント別売上構成比
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会社概要

株主メモ

トランコムグループ

役員

株式の状況

大株主の状況

所有者別株式分布

商 号
本 店 所 在 地

設 立
資 本 金
従 業 員 数

事 業 年 度
期末配当金受領株主 確定日
中間配当金受領株主 確定日
定 時 株 主 総 会
株主名簿管理人
同 連 絡 先

特別口座管理機関
同 連 絡 先

上場証券取引所
公 告 の 方 法

トランコムDS株式会社 TRANCOM BANGKOK CO.,LTD.
トランコムITS株式会社 特蘭科姆国際貨運代理（上海）有限公司
メカノス株式会社 特蘭科姆人才服務（天津）有限公司
株式会社スマイルスタッフ TRANCOM （HK） LIMITED
トランコムEX東日本株式会社 特蘭科姆物流（大連）有限公司
トランコムMA株式会社
トランコムISS株式会社

代 表 取 締 役 会 長 武部　　宏 取 締 役 竹内　和彦
代表取締役社長執行役員 清水　正久 常 勤 監 査 役 長嶺　久敏
取締役常務執行役員 沼田　雅和 監 査 役 川村　和夫
取締役常務執行役員 河村　政彦 監 査 役 早川　惠久
取締役常務執行役員 大澤　　隆 監 査 役 國常　壽夫
取締役常務執行役員 恒川　　穣

発 行 可 能 株 式 総 数 ・・・・・・・・・・ 40,000,000株
発 行 済 株 式 総 数 ・・・・・・・・・・ 10,324,150株
株　　　主　　　数 ・・・・・・・・・・・・・ 5,368名

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）
ラネット株式会社 2,664 27.5
ビービーエイチ フォー フィデリティー ロープライスド ストック ファンド

（プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ） 1,032 10.6

メロン バンク エヌエー トリーティー クライアント オムニバス 388 4.0
ザ バンク オブ ニューヨーク ジャスディックトリーティー アカウント 319 3.3
ステートストリートバンク アンド トラストカンパニー 505224 309 3.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 305 3.1
武部　宏 291 3.0
トランコム従業員持株会 261 2.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 202 2.1
エスアイエックス エスアイエス エルティーディー 138 1.4

（注）  上記のほか、当社は自己株式620千株を保有しており、持株比率
の算定においては、自己株式を除いて算出しております。

トランコム株式会社
名古屋市東区葵一丁目19番30号
TEL 052-939-2011（代表）
URL http://www.trancom.co.jp
1959年（昭和34年）6月22日
1,080,047千円
3,529名（臨時従業員3,771名）

4月1日～翌年3月31日
3月31日
9月30日
毎年6月
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL 0120-288-324（通話無料）

（ご利用時間　9：00～17：00　土・日・休日を除く）
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL 0120-232-711（通話無料）

（ご利用時間　9：00～17：00　土・日・休日を除く）
東京証券取引所、名古屋証券取引所
電子公告により行います。
公告掲載URL
http://www.trancom.co.jp/
※  ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを

得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

※  2012年11月27日より、株主名簿管理人を三菱UFJ信託銀行株式会社から
みずほ信託銀行株式会社に変更いたしました。
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ホームページのご案内

トランコム 検索

http://www.trancom.co.jp/

当社のホームページでは会社概要・事業内容・財務情報などの
最新情報や詳細情報をご参照いただけます。

http://www.trancom.co.jp/ir/

〒461-0004   愛知県名古屋市東区葵1-19-30 
マザックアートプラザ15F

TEL：052-939-2011（代表）




