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平成19年12月期 第１四半期財務・業績の概況(非連結)   

平成19年５月15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 取締役管理部長 野上 祐典  ( 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 
  当第1四半期より商品評価損を営業外費用として処理する方法から、売上原価に含めて計上する方法に
変更しております。 
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19年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日～平成19年３月31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 ％

19年12月期第１四半期 1,051 14.3 8 △16.6 10 － 16 －

18年12月期第１四半期 919 － 10 － 0 － 1 －

（参考）18年12月期 3,919  66 28  28 

 

 
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

19年12月期第１四半期 2,573 55 2,270 36 

18年12月期第１四半期 217   06 －     －

（参考）18年12月期 5,039 22 4,504 33 

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率であります。 

   ２．18年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、非上場であり、期中平均株価が

把握できませんでしたので、記載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第1四半期におけるわが国経済は、金利上昇懸念や需要の低下などの不安材料がありましたが、緩やか

な景気の回復基調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、西日本車輌センター(岡山県)に営業拠点を設け、合計５拠点

となり、より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１四半期における売上高は1,051,285千円（前年同期比131,814千円増）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評価損を売上原価に含めたことから、営業利益

8,653千円（前年同期比1,726千円減）となりましたが、経常利益10,798千円（前年同期比10,141千円増）、

当四半期純利益16,419千円（前年同期比15,336千円増）と増収・増益となりました。 
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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

19年12月期第１四半期 2,191 283 12.9 44,368 53

18年12月期第１四半期 1,737 165 9.5 31,135 98

（参考）18年12月期 1,848 266 14.4 41,754 93

 
（３）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

19年12月期第１四半期 △105 △25 194 161 

18年12月期第１四半期 － － － － 

（参考）18年12月期 △19 △158 186 99 

（注）四半期のキャッシュ・フローの状況につきましては、18年12月期第１四半期の開示は行っておりませんので、記

載を省略しております。 
 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

財政状態の変動状況 

当第１四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して343,127千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139,411千円、在庫商品の増加によるたな卸資産の増加120,836千

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326,453千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91,276千円や短期借入金の増加225,012千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16,674千円増加しております。 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、62,916千円増加し、161,917千

円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動による資金の減少は105,364千円となりました。主な減少要因は、売上債権

(売掛金・前受金)の増加による資金の減少119,871千円や、たな卸資産の増加による資金の減少120,836千円で

あり、主な増加要因は、仕入債務(買掛金・前渡金)の増加による資金の増加79,765千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期において投資活動による資金の減少は25,947千円となりました。主な要因は固定資産の取得に

よる資金の減少28,561千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において財務活動による資金の増加は194,228千円となりました。これは短期借入金による資

金の増加であります。 

 
○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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３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19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 

中間期 2,247 19 13 

通 期 4,498 42 30 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,812円23銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
 当第１四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19年
２月19日に公表しました「平成18年12月期 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。 

 
 
４．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間

配当金総額

(百万円) 

配当性向 

(％) 

純資産 

配当率(％) 

17年12月期 ― ― ― ― ― ― 

18年12月期(実績) ― ― ― ― ― ― 

19年12月期(予想) ― ― ―   
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５．四半期財務諸表等 

四半期財務諸表 

①四半期貸借対照表 

 

 
前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 1．現金及び預金   102,459 188,677  125,457 

 ２．受取手形 ※３  27,763 48,951  54,719 

３．売掛金   258,404 377,909  238,497 

 ４．たな卸資産   542,728 755,075  634,239 

 ５．未収消費税等 ※４  5,496 5,935  6,578 

 ６．その他   27,968 29,694  17,200 

   貸倒引当金   △2,500 △2,510  △2,510 

   流動資産合計   962,321 55.4 1,403,732 64.1  1,074,182 58.1

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※1,2  734,309 737,203  734,431 

 ２．無形固定資産   1,716 2,870  1,384 

 ３．投資その他の資産   38,674 47,555  38,234 

   固定資産合計   774,701 44.6 787,628 35.9  774,050 41.9

   資産合計   1,737,022 100.0 2,191,361 100.0  1,848,233 100.0

     

（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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前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １．買掛金   177,295 292,781  201,505 

 ２．短期借入金 ※２  1,030,000 1,275,012  1,050,000 

 ３．1年以内返済予定

長期借入金 
※２  21,164 23,088  23,088 

 ４．未払金   50,662 48,656  28,823 

 ５．未払法人税等   444 794  456 

 ６．その他   4,281 26,250  3,826 

   流動負債合計   1,283,848 73.9 1,666,582 76.1  1,307,708 70.8

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金 ※２  278,748 230,648  261,432 

 ２．繰延税金負債   1,255 1,058  875 

 ３．その他   7,526 10,000  11,821 

   固定負債合計   287,530 16.6 241,707 11.0  274,128 14.8

   負債合計   1,571,378 90.5 1,908,289 87.1  1,581,836 85.6

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   60,800 3.5 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金     

 １．資本準備金   5,200 ―  ― 

   資本剰余金合計   5,200 0.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金     

 １．利益準備金   1,300 ―  ― 

 ２．任意積立金   85,373 ―  ― 

３．四半期(当期)未処 

分利益 
  11,218 ―  ― 

   利益剰余金合計   97,891 5.6 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  1,752 0.1 ― ―  ― ―

   資本合計   165,643 9.5 ―  ― ―

   負債及び資本合計   1,737,022 100.0 ― ―  ― ―

   ―   

（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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前第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   ― ― 97,725 4.5  97,725 5.3

 ２．資本剰余金     

 (１)資本準備金  ― 42,125 42,125  

   資本剰余金合計   ― ― 42,125 1.9  42,125 2.3

 ３．利益剰余金     

 (１)利益準備金  ― 1,300 1,300  

 (２)その他利益剰余金     

   別途積立金  ― 85,373 85,373  

   繰越利益剰余金  ― 55,071 38,651  

   利益剰余金合計   ― ― 141,744 6.5  125,325 6.7

   株主資本合計   ― ― 281,594 12.9  265,175 14.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券

評価差額金 

  
― 1,476  1,221 

   評価･換算差額等

合計 

  
― ― 1,476 0.0  1,221 0.1

   純資産合計   ― ― 283,071 12.9  266,396 14.4

   負債純資産合計   ― ― 2,191,361 100.0  1,848,233 100.0

     

（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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②四半期損益計算書 

 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日）

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日）

区分 
注記 
番号 

金 額（千円） 
百分比
（％）

金 額（千円） 
百分比
（％）

金 額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   919,471 100.0 1,051,285 100.0  3,919,862 100.0

Ⅱ 売上原価   819,062 89.1 943,268 89.7  3,485,010 88.9

   売上総利益   100,408 10.9 108,016 10.3  434,851 11.1

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
  90,028 9.8 99,363 9.5  368,751 9.4

   営業利益   10,379 1.1 8,653 0.8  66,099 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,718 0.4 5,826 0.6  15,014 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,442 1.5 3,681 0.4  52,950 1.4

   経常利益   656 0.1 10,798 1.0  28,164 0.7

Ⅵ 特別利益 ※３  870 0.1 5,950 0.6  876 

税引前四半期(当期)純

利益 
  1,527 0.2 16,749 1.6  29,040 0.7

法人税、住民税及び事

業税 
 444 329 524  

法人税等調整額  ― 444 0.0 ― 329 0.0 ― 524 0.0

四半期(当期)純利益   1,083 0.1 16,419 1.6  28,516 0.7

     

（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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③四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31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18年12月31日残高(千円) 97,725 42,125 42,125

第１四半期会計期間中の変動額 

 四半期純利益（千円） ― ― ―

株主資本以外の項目の第１四半期会
計期間中の変動額（純額）（千円） ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― ―

平成19年３月31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18年12月31日残高(千円) 1,300 85,373 38,651 125,325 265,175

第１四半期会計期間中の変動額 

 四半期純利益（千円） ― ― 16,419 16,419 16,419

株主資本以外の項目の第１四半期会
計期間中の変動額（純額）（千円） ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― 16,419 16,419 16,419

平成19年３月31日残高(千円) 1,300 85,373 55,071 141,744 281,594

 

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18年12月31日残高(千円) 1,221 1,221 266,396

第１四半期会計期間中の変動額 

 四半期純利益（千円） ― ― 16,419

株主資本以外の項目の第１四半期会
計期間中の変動額（純額）（千円） 255 255 255

第１四半期会計期間中の変動額合計 
(千円) 255 255 16,674

平成19年３月31日残高(千円) 1,476 1,476 283,071
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前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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 ― ―

事業年度中の変動額 

 新株の発行（千円） 57,725 42,125 42,125

 当期純利益（千円） ― ― ―

別途積立金の積立額（千円） ― ― ―

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）（千円） ― ― ―

事業年度中の変動額合計 
(千円) 57,725 42,125 42,125

平成18年12月31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

事業年度中の変動額 

 新株の発行（千円） ― ― ― ― 99,850

 当期純利益（千円） ― ― 28,516 28,516 28,516

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事業年度中
の変動額（純額）(千円） ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 
(千円) ― 10,000 18,516 28,516 128,366

平成18年12月31日残高(千円) 1,300 85,373 38,651 125,325 265,175

 

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

事業年度中の変動額 

 新株の発行（千円） ― ― 99,850

 当期純利益（千円） ― ― 28,516

別途積立金の積立額（千円） ―  ― ―

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）（千円） △577 △577 △577

事業年度中の変動額合計 
(千円) △577 △577 127,789

平成18年12月31日残高(千円) 1,221 1,221 266,396
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④四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
 至 平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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 16,749 29,040 

２ 減価償却費 10,896 50,467 

３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） ― 610 

４ 受取利息及び受取配当金 △2,357 △2,359 

５ 支払利息 3,681 14,276 

６ 商品評価損 ― 30,140 

７ 固定資産売却益 △5,950 △876 

８ 売上債権の増加額 △119,871 △100,034 

９ たな卸資産の増加額 △120,836 △223,085 

10 賃貸用資産から商品への振替額 ― 81,214 

11 未収入金の増減額（△は増加） 693 △567 

12 仕入債務の増加額 79,765 140,227 

13 未払金の増減額（△は減少） 19,832 △18,326 

14  未収消費税等の増減額（△は増加） 643 △6,578 

15 未払消費税等の減少額 ― △514 

16 その他 13,142 △695 

小計 △103,611 △7,060 

17 利息及び配当金の受取額 2,304 2,367 

18 利息の支払額 △4,057 △14,292 

19 法人税等の支払額 0 △238 

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,364 △19,223 

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 △302 △30,709 

２ 定期預金の払戻しによる収入 ― 47,121 

３ 投資有価証券の取得による支出 △300 △1,202 

４ 固定資産の取得による支出 △28,561 △173,691 

５ 固定資産の売却による収入 11,920 1,505 

６ その他投資の取得による支出 △10,417 △1,821 

７ その他投資の売却による収入 1,714 767 

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,947 △158,030 

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） 194,228 110,000 

２ 長期借入金の返済による支出 ― △23,088 

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 194,228 186,762 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

62,916 9,508 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 99,000 89,491 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末 
(期末)残高 

161,917 99,000 

   

(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 前第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

  第１四半期決算日の市場

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） 

②時価のないもの 

移動平均法による原価法
 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

  第1四半期決算日の市場

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） 

②時価のないもの 

  同左 
 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格等

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） 

②時価のないもの 

  同左 
 

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

①商品・仕掛品 

  個別法による原価法 

②原材料・貯蔵品 

  先入先出法による原価法
 

①商品・仕掛品 

  同左 

②原材料・貯蔵品 

  同左 
 

①商品・仕掛品 

  同左 

②原材料・貯蔵品 

  同左 
 

３ 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～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 

 同左 

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 

 同左 

４ 繰延資産の処理方法 株式発行費 

支出時に全額費用として修理

しております。 
 

 

 

 

株式交付費 

 支出時に全額費用として

処理しております。 

 

５ 引当金の計上基準 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。 
 

貸倒引当金 

 同左 

貸倒引当金 
 同左 
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項目 前第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

６ リース取引の処理方

法 

 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。 
 

同左 同左 

７ 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 

８ 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

計処理については、税抜方式

によっております。 
 

消費税等の会計処理 

 同左 

消費税等の会計処理 

 同左 
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会計処理の変更 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第１四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。 

（商品評価損について） 

 従来、商品評価損が発生した場合は

原価性がないものとして営業外費用と

して処理しておりましたが、商品評価

損は毎期経常的に発生している傾向が

あること及び今後も経常的に発生する

見込みがあることから原価性を有する

ものと認識し、当第１四半期会計期間

から売上原価に含めて計上する方法に

変更することにいたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合

と比較して、売上原価は12,386千円増

加し、売上総利益及び営業利益は同額

減少しておりますが、経常利益及び税

引前四半期純利益に与える影響はあり

ません。 

 また、キャッシュ・フロー計算書の

表示方法につきまして、従来、営業活

動によるキャッシュ・フローに「商品

評価損」と掲記しておりましたが、当

第１四半期会計期間より「たな卸資産

の増加額」に含めて表示しておりま

す。 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度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。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当事業年度から「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 企業会計基準適用指針第

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

266,396千円であります。 

 

（ストック・オプション等に関する会

計基準） 

当事業年度から「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) 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前事業年度末 
(平成18年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 83,097千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 104,285千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 102,063千円
 

※２ 担保資産及び担保付社債 

   担保に供している資産は次のと 

おりであります。 

建物 87,016千円 

土地 466,594千円 

計 553,610千円 

 

   担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 450,000千円 

１年以内返済予定
長期借入金 

21,164千円 

長期借入金 278,748千円 

計 749,912千円 
 

※２ 担保資産及び担保付社債 

   担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 82,724千円

土地 466,594千円

計 549,318千円

 

   担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 450,000千円

１年以内返済予定
長期借入金 

23,088千円

長期借入金 253,736千円

計 726,824千円
 

※２ 担保資産及び担保付社債 

   担保に供している資産は次のと 

おりであります。 

建物 83,736千円

土地 466,594千円

計 550,330千円

 

   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 261,432千円

計 534,520千円
 

 ※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 849千円
 

※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 896千円
 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税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 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。 
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(四半期損益計算書関係) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 営業外収益の内訳 

受取利息 484千円 

自動車税戻り 864千円 

自賠責保険解約収入 586千円 

保険解約収入 54千円 

雑収入 1,728千円 
 

※１ 営業外収益の内訳 

受取利息 1,160千円

自動車税戻り 320千円

自賠責保険解約収入 748千円

保険解約収入 1,789千円

雑収入 1,807千円
 

※１ 営業外収益の内訳 

受取利息 2,058千円

受取配当金 300千円

自動車税戻り 5,317千円

自賠責保険解約収入 2,740千円

保険解約収入 52千円

雑収入 4,544千円
 

※２ 営業外費用の内訳 

支払利息 3,394千円 

新株発行費 365千円 

商品評価損 9,681千円 
 

※２ 営業外費用の内訳 

支払利息 3,681千円
 

※２ 営業外費用の内訳 

支払利息 14,276千円

新株交付費 1,082千円

株式上場費用 6,145千円

商品評価損 30,140千円

雑損失 1,305千円
 

※３ 特別利益の内訳 

車両売却益 870千円 

  
 

※３ 特別利益の内訳 

賃貸用資産(車両 

運搬具）売却益 

5,950千円

 

※３ 特別利益の内訳 

車両売却益 876千円
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31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１四半期 

会計期間末 

普通株式（株） 6,380 ― ― 6,380 

 

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１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18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           188,677千円 
預入期間３ヶ月超の定期預金    △26,760千円 
現金及び現金同等物        161,917千円 

  
 

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            125,457千円
預入期間３ヶ月超の定期預金     △26,457千円
現金及び現金同等物          99,000千円
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(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18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１四半期末残高

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、減損損失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1四半期末
残高相当額
(千円)

機械及び 
装置 

47,600 33,858 ― 13,741 

車両運搬具  3,689  3,307 ―   381 

工具器具 
及び備品 

 16,233  9,143 ― 7,089 

合計 67,522 46,309 ― 21,212 

  

 

 
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） 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び
装置 

47,600 31,992 ― 15,607 

車両運搬具 3,689  3,227 ― 461 

工具器具
及び備品

 16,233  8,250 ―   7,982 

ソフト 
ウェア 

 4,571  4,495 ―   76 

合計 72,093 47,966 ― 24,127 

  

② 未経過リース料第1四半期末残高相当額 

１年以内             12,243千円 
１年超           25,922 〃  
合計                 38,165千円 

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内        13,297千円 
１年超                  28,370 〃  
合計                    41,667千円 

  

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          3,502千円 
減価償却費相当額      2,915 〃 

   支払利息相当額       424 〃 

  

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            13,392千円 
減価償却費相当額 18,976 〃 

   支払利息相当額      1,449 〃 

  

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 

 

 

 

 (減損損失について) 

   同左 
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（有価証券関係） 

当第１半期会計期間末（平成19年３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) 
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 

5,913 8,448 2,525

 

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18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 

5,613 7,709 2,096

 

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１四半期会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年３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。 

 

前事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18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。 

  

（ストック・オプション等関係） 

   当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションはありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額  31,135円98銭 １株当たり純資産額   44,368円53銭 １株当たり純資産額  41,754円93銭

１株当たり四半期純利益  217円06銭 １株当たり四半期純利益  2,573円55銭 １株当たり当期純利益  5,039円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益については、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。 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益  2,270円36銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益  4,504円33銭

 

(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり第１四半期(当期)純利益金額の算定上の基

礎  

項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18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) 

1,083 16,419 28,516

普通株式に係る四半期（当期）純
利益(千円) 

1,083 16,419 28,516

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) 4,990 6,380 5,659

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912個） 
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(重要な後発事象) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

  

 

６．生産、受注及び販売の状況 

 (１) 販売実績 
 

平成18年12月期 

第１四半期 

平成19年12月期 

第１四半期 

平成18年12月期 

（通期） 
 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

商 品 販 売 ( 国 内 ) 852,296 92.6 943,074 89.7 3,596,527 91.8

商 品 販 売 ( 海 外 ) 53,325 5.8 88,554 8.4 265,005 6.8

そ の 他 13,849 1.6 19,656 1.9 58,329 1.4

合 計 919,471 100.0 1,051,285 100.0 3,919,862 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


