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平成18年12月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)   

平成18年11月14日 

上場会社名 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ  (コード番号：3047 福証Q-Board) 

（URL http://www.truck-one.com）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 小川 澄雄   

 責任者役職・氏名 管理部長    高藤 圭史  ( TEL：(0833) 44 － 1100 ) 
 
1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 
 法人税等の計上基準及びその他影響額が僅少なものについては、簡便な方法を採用しておりま
す。 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：有 
当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用しております。 

③ 会計監査人の関与               ：有 
四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」  
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
2. 平成18年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年1月1日～平成18年9月30日） 
 (1) 経営成績（非連結）の進捗状況 （百万円未満切捨て）
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第３四半期 2,999 － 51 － 21 － 21 －

17年12月期第３四半期 － － － － － － － －

（参考）17年12月期 3,191 25 18  20 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

18年12月期第３四半期 4,019 59 3,524 38 

17年12月期第３四半期 －     － －     －

（参考）17年12月期 4,194 76 － － 

(注) 1.四半期の経営成績の売上高、営業利益等の項目につきましては、当第３四半期より開示を行っておりま

すので、前年同期の実績及びこれに対する増減率の記載は行っておりません。 

2.平成17年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の未行使残高があります

が、平成17年12月31日時点において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載

しておりません。 

 

［経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇懸念などの不安材料がありました

が、好調な企業業績を背景とした設備投資の増加や、雇用環境の改善など、概ね堅調に推移いたしま

した。 

このような状況の下、当社におきましては、更なる営業エリアの拡大及び営業力の強化の為、新た

に営業拠点の開設を進め、地域に密着した営業展開を行ってまいりました。 

また、海外向け販売につきましては、新規取引国の開拓及び既存市場における新規取引先の拡大に

務めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期における売上高は2,999,441千円となりました。また、長期在庫商品とし

て評価減を行っておりました商品の販売が順調に進んだことから、営業利益は51,628千円となり、福

岡証券取引所「Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場」への上場に伴う株式上場費用や商品評価損を営業外費用として

計上したため、経常利益は21,273千円、四半期純利益は21,770千円となりました。 
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 (2) 財政状態（非連結）の変動状況 （百万円未満切捨て）
 

 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

18年12月期第３四半期 1,875 259 13.9 40,744 28

17年12月期第３四半期 － － － － －

（参考）17年12月期 1,506 138 9.2 28,876 42

(注) 四半期の財政状態の総資産、純資産等の項目につきましては、当第３四半期より開示を行っておりますの

で、前年同期の実績の記載は行っておりません。 

 
 【キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨て）
 

 
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

18年12月期第３四半期 △17 △147 192 117 

17年12月期第３四半期 － － － － 

（参考）17年12月期 27 △74 △32 89 

(注) 四半期のキャッシュ・フローの状況につきましては、当第３四半期より開示を行っておりますので、前年

同期の実績の記載は行っておりません。 
 
［財政状態（非連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

U財政状態の変動状況 

当第３四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して369,770千円増加しております。主な要

因としては、営業収入の増加による売掛金の増加104,766千円、在庫商品の増加によるたな卸資産の増

加166,947千円や、レンタル事業の強化のための賃貸用資産の増加37,786千円が主な要因であります。 

 また、負債合計は前事業年度と比較して248,428千円増加しておりますが、これは主に、商品仕入の

増加による買掛金の増加159,250千円や短期借入金の増加110,000千円によるものであります。 

 純資産の部は、前事業年度末と比較して121,341千円増加しております。これは、上場に伴う新株の

発行による資本金及び資本準備金の増加72,800千円や当第３四半期純利益の計上による利益剰余金の増

加21,770千円が主な要因であります。 
Uキャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期における現金及び現金同等物は（以下「資金」という）は、前事業年度末より27,723千

円増加し、117,215千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期において営業活動による資金の減少は17,511千円となりました。主な減少要因は、売上

債権の増加による資金の減少100,928千円や、たな卸資産の増加による資金の減少191,325千円であり、

主な増加要因は、仕入債務の増加による資金の増加156,824千円、賃貸用資産から商品への振替による

資金の増加57,655千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期において投資活動による資金の減少は147,298千円となりました。主な要因は固定資産の

取得による支出による資金の減少163,857千円であり、主にレンタル事業の強化のための賃貸用資産の

購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３四半期において財務活動による資金の増加は192,534千円となりました。これは短期借入金によ

る資金の増加110,000千円及び長期借入金の返済による資金の減少17,316千円、新株発行による資金の

増加99,850円によるものであります。 

 
○添付資料 
(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書、（要約）四半期株主資本等変動計算書、 
(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書など 

以 上 
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 [参考] 
平成18年12月期の業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通期 3,652 32 32 

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)5,830円18銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
 当第３四半期におきましては、ほぼ計画どおりに推移しており、通期の業績予想につきましては、平
成18年8月28日に公表しました「平成18年12月期 中間決算短信(非連結)」に記載の業績予想に変更はあ
りません。 
 
※ 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。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があ
ります。 
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1. (要約)四半期貸借対照表 
（単位：千円、％）   

 

 
当第３四半期末 
(平成18年9月30日) 

（参 考） 
平成17年12月期末 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 1. 現金及び預金  143,472 132,361 

 2. 受取手形 ※３ 28,663 26,551 

3. 売掛金  271,589 166,823 

 4. たな卸資産  608,242 441,294 

 5. 未収消費税等 ※４ 6,377 － 

 6. その他  16,779 8,409 

 7. 貸倒引当金  △2,540 △1,900 

   流動資産合計  1,072,585 57.2 773,541 51.4

Ⅱ 固定資産   

 1. 有形固定資産 ※１ 763,743 693,167 

 2. 無形固定資産  1,397 1,418 

 3. 投資その他の資産  38,174 38,005 

   固定資産合計  803,316 42.8 732,590 48.6

   資産合計  1,875,901 100.0 1,506,131 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％）   

 
当第３四半期末 
(平成18年9月30日) 

（参 考） 
平成17年12月期末 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 1. 買掛金  217,745 58,494 

 2. 短期借入金 ※１ 1,050,000 940,000 

 3. 1年以内返済予定長期
借入金 

※１ 23,088 23,088 

 4. 未払金  39,005 47,149 

 5. 未払法人税等  348 180 

 6. 未払消費税等  ― 514 

 7. その他  9,858 2,754 

   流動負債合計  1,340,045 71.4 1,072,181 71.2

Ⅱ 固定負債   

 1. 長期借入金 ※１ 267,204 284,520 

 2. 繰延税金負債  1,089 1,288 

 3. その他  7,615 9,534 

   固定負債合計  275,908 14.7 295,343 19.6

   負債合計  1,615,953 86.1 1,367,524 90.8

   

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  ― ― 40,000 2.7

Ⅱ 利益剰余金   

 1. 利益準備金  ― 1,300 

 2. 任意積立金  ― 75,373 

3. 四半期(当期)未処分 
利益 

 ― 20,134 

   利益剰余金合計  ― ― 96,808 6.4

Ⅲ その他有価証券評価 
差額金 

 ― ― 1,798 0.1

  資本合計  ― ― 138,606 9.2

  負債及び資本合計  ― ― 1,506,131 100.0

 
 

 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％）   

 

 
当第３四半期末 
(平成18年9月30日) 

（参 考） 
平成17年12月期末 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比

(純資産の部) 
 

 

Ⅰ 株主資本 
 

 

 1. 資本金 
 

97,725 5.2 ― ―

 2. 資本剰余金 
 

 

  (1) 資本準備金 
 

42,125 ― 

    資本剰余金合計 
 

42,125 2.3 ― ―

 3. 利益剰余金 
 

 

  (1) 利益準備金 
 

1,300 ― 

  (2) その他利益剰余金 
 

 

    別途積立金 
 

85,373 ― 

    繰越利益剰余金 
 

31,904 ― 

    利益剰余金合計 
 

118,578 6.3 ― ―

   株主資本合計 
 

258,428 13.8 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等 
 

 

1. その他有価証券評価 
差額金 

 
1,520 ― 

   評価・換算差額等合計 
 

1,520 0.1 ― ―

   純資産合計 
 

259,948 13.9 ―  ―

   負債純資産合計 
 

1,875,901 100.0 ― ―

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. (要約)四半期損益計算書 
（単位：千円、％）   

 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年1月 1日 
至 平成18年9月30日) 

（参考） 
平成17年12月期 

(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

区分 注記 
番号 金額 構成比 金額 構成比

Ⅰ 売上高 ※１ 2,999,441 100.0 3,191,224 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 2,673,942 89.1 2,852,822 89.4

   売上総利益  325,498 10.9 338,401 10.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  273,870 9.2 312,560 9.8

   営業利益  51,628 1.7 25,841 0.8

Ⅳ 営業外収益 ※３ 11,832 0.4 22,509 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※４ 42,187 1.4 29,520 0.9

   経常利益  21,273 0.7 18,830 0.6

Ⅵ 特別利益 ※５ 876 0.0 505 0.0

Ⅶ 特別損失 ※６ ― ― 20 0.0

   税引前四半期(当期) 
純利益 

 22,149 0.7 19,314 0.6

   法人税、住民税及び 
事業税 

 379 0.0 233 0.0

   法人税等調整額  ― ― △1,053 △0.0

 四半期(当期)純利益  21,770 0.7 20,134 0.6

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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3. (要約)四半期株主資本等変動計算書 

当四半期(自 平成18年1月1日 至 平成18年9月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高(千円) 40,000 ― ―

第3四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行（千円） 57,725 42,125 42,125

 四半期純利益（千円） ― ― ―

別途積立金の積立額（千円） ― ― ―

株主資本以外の項目の第3四半期会
計期間中の変動額（純額）（千円） ― ― ―

第3四半期会計期間中の変動額合計 
(千円) 57,725 42,125 42,125

平成18年9月30日残高(千円) 97,725 42,125 42,125

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 1,300 75,373 20,134 96,808 136,808

第3四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行（千円） ― ― ― ― 99,850

 四半期純利益（千円） ― ― 21,770 21,770 21,770

別途積立金の積立額（千円） ― 10,000 △10,000 ― ―

株主資本以外の項目の第3四半期会
計期間中の変動額（純額）（千円） ― ― ― ― ―

第3四半期会計期間中の変動額合計 
(千円) ― 10,000 11,770 21,770 121,620

平成18年9月30日残高(千円) 1,300 85,373 31,904 118,578 258,428

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 1,798 1,798 138,606

第3四半期会計期間中の変動額 

 新株の発行（千円） ― ― 99,850

 四半期純利益（千円） ― ― 21,770

別途積立金の積立額（千円） ―  ― ―

株主資本以外の項目の第3四半期会
計期間中の変動額（純額）（千円） △278 △278 △278

第3四半期会計期間中の変動額合計 
(千円) △278 △278 121,341

平成18年9月30日残高(千円) 1,520 1,520 259,948
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4. (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年1月 1日 
至 平成18年9月30日) 

（参考） 
平成17年12月期 

(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税引前四半期(当期)純利益 22,149 19,314 

２ 減価償却費 37,662 28,748 

３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 640 △1,815 

４ 受取利息及び受取配当金 △1,472 △2,677 

５ 支払利息 10,581 15,179 

６ 商品評価損 24,377 14,138 

７ 固定資産売却益 △876 △505 

８ 固定資産売却損 ― 20 

９ 売上債権の増減額（△は増加） △100,928 △48,587 

10 たな卸資産の増減額（△は増加） △191,325 △2,262 

11 賃貸用資産から商品への振替による
増加 

57,655 ― 

12  未収入金の減少額 540 19,987 

13 仕入債務の増減額（△は減少） 156,824 △22,963 

14 未払金の増減額（△は減少） △13,929 4,242 

15  未収消費税等の増減額（△は増加） △6,377 16,214 

16 未払消費税等の増減額（△は減少） △514 514 

17 その他 △4,219  3,269 

小計 △9,212 42,818 

18 利息及び配当金の受取額 2,558 489 

19 利息の支払額 △10,646 △15,254 

20 法人税等の支払額 △211 △143 

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,511 27,909 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入れによる支出 △30,509 △36,829 

２ 定期預金の払戻しによる収入 47,121 76,247 

３ 投資有価証券の取得による支出 △900 △1,204 

４ 固定資産の取得による支出 △163,857 △109,015 

５ 固定資産の売却による収入 1,505 525 

６ その他投資の取得による支出 △1,426 △4,645 

７ その他投資の売却による収入 767 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,298 △74,923 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額（△は減少） 110,000 170,000 

２ 長期借入金の返済による支出 △17,316 △202,472 

３ 株式発行による収入 99,850 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー 192,534 △32,472 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

27,723 △79,486 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 89,491 168,978 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第3四半期末 
(期末)残高 

117,215 89,491 

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年1月 1日 
至 平成18年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  第3四半期末の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定している） 

 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定してい

る） 

 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 （2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

   個別法による原価法 

原材料・貯蔵品 

   先入先出法による原価法 

 

（2）たな卸資産 

 同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法 

  ただし、平成10年4月1日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

賃貸用資産 

  （車両運搬具）  2年～ 5年 

 建物       15年～31年 

 構築物      10年～60年 

 機械及び装置    4年～13年 

 車両運搬具     2年～ 6年 

 工具器具及び備品  3年～10年 

 

（2）無形固定資産 

 定額法 

 自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

（1）有形固定資産 

定率法 

  ただし、平成10年4月1日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

賃貸用資産 

  （車両運搬具）  2年～ 5年 

 建物       15年～31年 

 構築物      10年～15年 

 機械及び装置    4年～13年 

 車両運搬具     2年～ 6年 

 工具器具及び備品  3年～10年 

 

（2）無形固定資産 

 同左 

 

３ 繰延資産の処理方法 

 

 

 

 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

 

 

― 
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項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年1月 1日 
至 平成18年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

４ 引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

５ リース取引の処理方法 

 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス･リース取引については、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。 

 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 同左 

６ 四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日

から3ヶ月以内に満期の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

であります。 

 同左 

７ その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

  同左 
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会計処理の変更 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期会計期間から固定資産の減損に係る会

計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第6号平成15年10月31日)を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 

（貸借対照表上の純資産の部の表示に関する 

会計基準等） 

当第３四半期会計期間から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業

会計基準第8号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は259,948

千円であります。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

当第３四半期会計期間から「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第8号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用

指針第11号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

    
担保に供している資産は次のとおりであります。

   建物             84,829千円 
   土地             466,594千円 
   計              551,424千円 
 

   担保付債務は次のとおりであります。 

   短期借入金                 250,000千円 
   １年以内返済予定長期借入金  23,088千円 

長期借入金          267,204千円 
   計             540,292千円 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

    
担保に供している資産は次のとおりであります。

   建物             88,110千円 
   土地             466,594千円 
   計              554,704千円 
 

担保付債務は次のとおりであります。 

   短期借入金                 380,000千円 
   １年以内返済予定長期借入金  23,088千円 

長期借入金          284,520千円 
   計             687,608千円 
 

２  

 ― 

 ２ 保証債務 

    他の会社の金融機関等からの借入に対し、債務

保証を行っております。 

   ㈲マルチョー運輸   3,590千円 

 

※３  期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。 

    なお、期末日が金融機関の休日であるため、次

の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。 

       受取手形      358千円 

 

  

 

※３  期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。 

    なお、期末日が金融機関の休日であるため、次

の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。 

       受取手形      199千円 

 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

   未収消費税等に表示しております。 

※４ 

― 
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(四半期損益計算書関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 賃貸用資産から振替えた商品の売上高が 

81,573千円含まれております。 

 

※２ 賃貸用資産から振替えた商品が 

57,655千円含まれております。 

 

※３ 営業外収益の内訳 

    受取利息        1,322千円 

        受取配当金             149千円 

        自動車税戻り     4,508千円 

    自賠責保険解約収入  2,188千円 

    保険解約収入       52千円 

    雑収入         3,610千円 

     

 

※４ 営業外費用の内訳 

    支払利息       10,581千円 

       商品評価損      24,377千円 

    株式交付費            1,082千円 

株式上場費用     6,145千円 

雑損失           1千円 

  

※５ 特別利益の内訳 

    車両売却益        876千円 

 

※６  

― 

 

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産        37,086千円 

     無形固定資産           576千円  

    計                   37,663千円 

 

※１ 

― 

 

※２  

            ― 

 

※３ 営業外収益の内訳 

    受取利息        2,393千円 

        受取配当金             284千円 

        自動車税戻り     4,914千円 

    自賠責保険解約収入  2,811千円 

    保険解約収入     4,367千円 

    受取賃貸料       820千円 

    雑収入         6,917千円 

 

※４ 営業外費用の内訳 

    支払利息       15,179千円 

       商品評価損      14,138千円 

    雑損失         202千円 

 

 

 

※５ 特別利益の内訳 

    車両売却益        505千円  

 

※６ 特別損失の内訳 

    車両売却損        20千円 

 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産       27,632千円 

無形固定資産        1,116千円  

計                   28,748千円 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年9月30日) 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当第３四半期 

会計期間末 

普通株式（株） 4,800 1,580 ― 6,380 

  （注）普通株式数の発行済株式総数の増加1,580株は、福岡証券取引所「Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場」への上場

に伴う募集株式発行による増加が1,000株、第三者割当増資による増加が520株、新株予約権の行

使による増加が60株であります。 

 

2.自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。  

 

4.配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 143,472千円 
預入期間３ヶ月超の定期預金 △26,257千円 
現金及び現金同等物 117,215千円 

  
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 132,361千円 
預入期間３ヶ月超の定期預金 △42,869千円 
現金及び現金同等物 89,491千円 
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(リース取引関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び第3四半期末残高

相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

第3四半期末
残高 
相当額
(千円)

機械及び 
装置 

47,600 29,120 ― 18,479 

車両運搬具  3,689  3,100 ―   589 

工具器具 
及び備品 

 16,233  3,652 ― 12,581 

ソフト 
ウェア 

 4,571  4,266 ―   304 

合計 72,093 40,139 ― 31,954 

  

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械及び
装置 

23,100 20,501 2,598 

車両運搬具 12,282  8,815 3,467 

工具器具
及び備品

 2,900  2,613   286 

ソフト 
ウェア 

 4,571  3,580   990 

合計 42,854 35,511 7,343 

  

② 未経過リース料第3四半期末残高相当額 

１年以内             14,008千円 
１年超           31,325 〃  
合計                 45,334千円 

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 8,032千円 
１年超                  9,168 〃  
合計                   17,200千円 

  

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

 

支払リース料          9,556千円 
減価償却費相当額     11,149 〃 

   支払利息相当額       989 〃 

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

 

 

支払リース料 9,165千円 
減価償却費相当額 6,627 〃 

   支払利息相当額       820 〃 

  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

して、四半期貸借対照表上の各科目の償却方

法に準じ、定率法または定額法によっており

ます。 

利息相当額の算定方法 

・ リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。 

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

して、貸借対照表上の各科目の償却方法に準

じ、定率法または定額法によっております。

 

 利息相当額の算定方法 

     同左 
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（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成18年9月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 
四半期貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 
株式 

5,310 7,920 2,609

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内訳 

 

 四半期貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 19,720

 

前事業年度末（平成17年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 
株式 

4,410 7,497 3,087

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内訳 

 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 19,720

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年9月30日) 

当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) 

当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

1株当たり純資産額          40,744円28銭 1株当たり純資産額        28,876円42銭 

1株当たり四半期純利益       4,019円59銭 1株当たり当期純利益       4,194円76銭 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期純利益      3,524円38銭 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権（ストックオプション）の未行使残高

がありますが、平成17年12月31日時点において当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんの

で、記載しておりません。 

また、当社は、平成17年12月31日付で株式1株につき6

株の株式分割を行っております。 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
 至 平成18年 9月30日)

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
 至 平成17年12月31日)

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純資産の部の合計額 
(千円) 

259,948 －

普通株式に係る純資産額 (千円) 259,948 －

普通株式の発行済株式数 (株) 6,380 －

普通株式の自己株式数 (株) － －

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数 (株) 6,380 －

 

２. １株当たり四半期（当期）純利益 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
 至 平成18年 9月30日)

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
 至 平成17年12月31日)

四半期損益計算書（損益計算書）上の 
四半期（当期）純利益(千円) 

21,770 20,134

普通株式に係る四半期（当期）純利益(千円) 21,770 20,134

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(株) 5,416 4,800

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

― 

新株予約権1種類（新株予

約権の数6,600個）。 
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(重要な後発事象) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

― 

第三者割当による新株式発行について 

 平成18年1月27日開催の取締役会において、次のとお

り第三者割当による新株式発行を決議しました。 

 

①発行する株式の種類  普通株式      520  株

 及び数 

②発行価格       １株につき   50,000  円

③発行価額の総額            26,000千円

④資本組入額      １株につき   40,000 円

⑤資本組入額の総額           20,800千円

⑥申込期日       平成18年2月27日 

⑦払込期日       平成18年2月27日 

⑧資金の使途      借入金の返済 

 なお、平成18年2月27日に全額払込みが完了しており

ます。 

  

 

5. 生産、受注及び販売の状況 

 (1) 販売実績 （単位：千円、％）            
 

平成18年12月期 
第３四半期 

平成17年12月期 
（通期）  

金額 構成比 金額 構成比 

商 品 販 売 ( 国 内 ) 2,791,488 93.1 2,959,966 92.8 

商 品 販 売 ( 海 外 ) 162,646 5.4 195,180 6.1 

そ の 他 45,307 1.5 36,077 1.1 

合 計 2,999,441 100.0 3,191,224 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


