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代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小川 澄雄
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 末松 賢史 TEL (0833)44-1100

1. 平成20年12月期第３四半期の業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日）

 (1) 経営成績

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 ％

20年12月期第３四半期 2,255 △23.5 △122 － △119 － △102 －
19年12月期第３四半期 2,950 △1.6 △48 － △41 － △31 －

19年12月期 3,886 △61 △53 251

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

20年12月期第３四半期 △16,031 14 － －

19年12月期第３四半期 △4,913 80 － －

19年12月期 39,355 06 36,431 41

 (2) 財政状態

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

20年12月期第３四半期 1,590 407 25.6 63,794 25

19年12月期第３四半期 1,899 234 12.3 36,833 58

19年12月期 1,460 517 35.4 81,088 57

 (3) キャッシュ・フローの状況

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

20年12月期第３四半期 △562 △20 459 117

19年12月期第３四半期 84 △68 112 227

19年12月期 117 758 △734 240

2. 平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

売上高 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

通期 2,819 △27.4 △188 － △188 － △170 － △26,770 84
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 (1) 四半期財務諸表の作成基準               ： 中間財務諸表作成基準 
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 有 

賃貸用資産の減価償却方法を定率法から定額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。 

  

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、実際の業
績等は今後発生する様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 

  
  

3. その他
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1. 経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期におけるわが国経済は、米国における金融不安に端を発した信用収縮に伴う国際的金融
市場の混乱に加え、原油及び原材料の価格高騰等により企業業績や個人消費に影響を与え、景気減速の
下で推移いたしました。 
当社が属する商用車業界におきましても、中古商用車登録台数が39.4万台（平成19年1月から9月）から
38.4万台（平成20年1月から9月）となり、また新車商用車の登録台数も36.3万台（平成19年1月から9
月）から31.3万台（平成20年1月から9月）となる等、国内市場の環境は厳しい状況となっております。
（社団法人日本自動車販売協会連合会の貨物車統計による） 
また、海外市場につきましても当社の主要取引国であったニュージーランドが平成20年1月から輸入中
古車に対する排ガス規制を強化することとなり、海外市場の環境も厳しい状況となっております。 
このような状況のもとで当社は営業力の強化のために営業人員の増員をおこない、トラックユーザー
を主とする買取に注力してまいりました。しかしながら、国内では建設需要の落ち込みや輸送燃料高騰
による建設業、運送業の廃業・倒産が増加したため販売先が減少いたしております。また、車両の絶対
的な需要が低下している環境のもとで、新車製造メーカーの減産計画等による代替中古車両の市場への
流入が限定的となり、当社の売上も減少することとなりました。 
 海外におきましては、6月に資源開発やインフラ整備が活発なロシアにウラジオストク事務所を開設
し販路の拡大を図っております。当第3四半期末時点のロシア向け販売につきましては、前年度の年間
ロシア向け販売を既に上回っております。しかしながら、ロシア国内ではインフラ整備は進むものの金
融環境後退による影響が大きく車両購入意識の低下が見られ、また主要取引国であったニュージーラン
ドの排ガス規制強化により一定年式以前の車両が輸出できなくなるなど、海外全体の売上は減少するこ
ととなりました。 
以上の結果、当第３四半期における売上高は2,255,923千円（前年同期比694,132千円減）となりまし
た。当社においては業態特性といえますが車両在庫に関わる経費が多大となっております。減価償却費
の内車両に関わるものが既に33百万円に達し、且つ棚卸資産として保有期間6か月を経過した後は３ヶ
月毎に評価損計上の対象とし、既に40百万円を計上しています。（なお、車両に関わる減価償却額及び
評価損の計上実績を前期実績も含めて注記しております） 
当期大幅減収となったことから販売費及び一般管理費を吸収できず、営業損失122,677千円（前年同期
比74,326千円減）となり、経常損失119,302千円（前年同期比78,100千円減）、当四半期純損失102,278
千円（前年同期比70,928千円減）と減収・減益となりました。 
 
注記                           単位：千円 

 
  
  
2. 財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期における総資産は、前事業年度末と比較して130,388千円増加しております。主な要因
としては、商品仕入の増加によるたな卸資産の増加261,309千円と愛知県の土地購入等による現金及び
預金の減少123,914千円によるものであります。 
また、負債合計は前事業年度末と比較して240,726千円増加しておりますが、これは主に仕入車両の支
払いに伴う短期借入金の増加400,000千円と法人税等の納付による未払法人税等の減少212,294千円によ
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110,337千円減少しておりますが、これは当第３四半期におけ
る四半期純損失に伴う繰越利益剰余金の減少102,278千円と剰余金の配当による同剰余金の減少8,357千
円によるものであります。 

  
  
3. 業績予想に関する定性的情報 

平成20年12月期の通期業績予想につきましては、平成20年8月11日に発表いたしました業績予想を修
正しております。詳細につきましては、本日（平成20年11月17日）公表の別紙「平成20年12月期通期業
績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

【定性的情報・財務諸表等】

  費  目   平成１９年度実績 当第３四半期実績

減 価 償 却 費 
（製造原価に計上）

33,468 33,270

商 品 評 価 損    52,724 40,689

計 86,192 73,959
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

4. (要約）四半期財務諸表

(1) (要約）四半期貸借対照表

科  目

前年同四半期末 
(平成19年12月期 
第３四半期末)

当四半期末
(平成20年12月期 
第３四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成20年12月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 255,904 147,076 △108,828 △42.5 270,991

 2. 受取手形     ※３ 64,626 46,364 △18,261 △28.3 60,011

 3. 売掛金 123,736 82,578 △41,158 △33.3 93,251

 4. たな卸資産 616,997 733,648 116,651 18.9 472,339

 5. 未収消費税等   ※４ 5,314 21,209 15,895 299.1 4,017

 6. その他 49,934 19,916 △30,017 △60.1 11,653

   貸倒引当金 △1,820 △1,260 560 30.8 △1,400

   流動資産合計 1,114,694 1,049,535 △65,158 △5.8 910,863

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産 ※１・２ 727,515 493,469 △234,046 △32.2 491,820

 2. 無形固定資産 2,029 1,826 △202 △10.0 1,978

 3. 投資その他の資産 55,436 45,615 △9,821 △17.7 55,395

   固定資産合計 784,981 540,911 △244,070 △31.1 549,194

   資産合計 1,899,675 1,590,446 △309,228 △16.3 1,460,058
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

科  目

前年同四半期末 

(平成19年12月期 

第３四半期末)

当四半期末 

(平成20年12月期 

第３四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成19年12月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 買掛金 152,010 52,782 △99,227 △65.3 72,708

 2. 短期借入金   ※２ 1,180,000 800,000 △380,000 △32.2 400,000

 3. 1年以内返済予定 

長期借入金   ※２
25,012 46,620 21,608 86.4 39,960

 4. 未払金 33,622 50,721 17,098 50.9 39,307

 5. 未払法人税等 987 1,309 321 32.6 213,603

 6. その他 17,463 4,684 △12,778 △73.2 7,152

   流動負債合計 1,409,095 956,117 △452,978 △32.1 772,732

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金   ※２ 242,192 220,635 △21,557 △8.9 160,040

 2. 繰延税金負債 840 991 150 17.9 777

 3. その他 12,549 5,695 △6,853 △54.6 9,163

   固定負債合計 255,581 227,321 △28,259 △11.1 169,980

   負債合計 1,664,677 1,183,439 △481,238 △28.9 942,713

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 97,725 97,725 ― ― 97,725

 2. 資本剰余金

  (1) 資本準備金 42,125 42,125 ― ― 42,125

    資本剰余金合計 42,125 42,125 ― ― 42,125

 3. 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,300 1,300 ― ― 1,300

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 85,373 85,373 ― ― 85,373

    繰越利益剰余金 7,301 179,100 171,798 2,352.9 289,737

    利益剰余金合計 93,974 265,773 171,798 182.8 376,410

   株主資本合計 233,824 405,623 171,798 73.5 516,260

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
1,173 1,383 210 17.9 1,084

   評価・換算差額等合計 1,173 1,383 210 17.9 1,084

   純資産合計 234,998 407,007 172,009 73.2 517,345

   負債純資産合計 1,899,675 1,590,446 △309,228 △16.3 1,460,058
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

(2) (要約）四半期損益計算書

科  目

前年同四半期 

(平成19年12月期 

第３四半期)

当四半期 

(平成20年12月期 

第３四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成19年12月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 2,950,056 2,255,923 △694,132 △23.5 3,886,274

Ⅱ 売上原価 2,680,181 2,014,737 △665,444 △24.8 3,499,290

   売上総利益 269,875 241,186 △28,688 △10.6 386,983

Ⅲ 販売費及び一般管理費 318,226 363,863 45,637 14.3 448,125

   営業損失(△) △48,351 △122,677 △74,326 △153.7 △61,141

Ⅳ 営業外収益     ※１ 20,810 15,115 △5,695 △27.4 26,540

Ⅴ 営業外費用     ※２ 13,662 11,740 △1,921 △14.1 18,651

   経常損失(△) △41,202 △119,302 △78,099 △189.6 △53,253

Ⅵ 特別利益      ※３ 10,841 28,308 17,467 161.1 518,182

Ⅶ 特別損失      ※４ ― 10,188 10,188 ― 239

   税引前当期純利益又は 

   第３四半期純損失(△)
△30,361 △101,181 △70,820 △233.3 464,690

   法人税、住民税及び 

   事業性
988 1,097 108 10.9 213,604

   当期純利益又は 

   第３四半期純損失(△)
△31,350 △102,278 △70,928 △226.2 251,085
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前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

(3) (要約）四半期株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

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

当四半期の変動額

 四半期純損失 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
― ― ―

当四半期の変動額合計(千円) ― ― ―

 平成19年９月30日残高(千円) 97,725 42,125 42,125

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

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

当四半期の変動額

 四半期純損失 ― ― △31,350 △31,350 △31,350

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
― ―  ― ― ―

当四半期の変動額合計(千円) ― ― △31,350 △31,350 △31,350

平成19年９月30日残高(千円) 1,300 85,373 7,301 93,974 233,824

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 1,221 1,221 266,396

当四半期変動額

 四半期純損失 ― ― △31,350

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
△48 △48 △48

当四半期の変動額合計(千円) △48 △48 △31,398

平成19年９月30日残高(千円) 1,173 1,173 234,998
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当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年12月31日残高(千円) 97,725 42,125 42,125

当四半期の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 四半期純損失 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
― ― ―

当四半期の変動額合計(千円) ― ― ―

平成20年９月30日残高(千円) 97,725 42,125 42,125

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年12月31日残高(千円) 1,300 85,373 289,737 376,410 516,260

当四半期の変動額

 剰余金の配当 ― ― △8,357 △8,357 △8,357

 四半期純損失 ― ― △102,278 △102,278 △102,278

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
― ― ― ― ―

当四半期の変動額合計(千円) ― ― △110,636 △110,636 △110,636

平成20年９月30日残高(千円) 1,300 85,373 179,100 265,773 405,623

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) 1,084 1,084 517,345

当四半期の変動額

 剰余金の配当 ― ― △8,357

 四半期純損失 ― ― △102,278

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
298 298 298

当四半期の変動額合計(千円) 298 298 △110,337

平成20年９月30日残高(千円) 1,383 1,383 407,007
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前期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

株主資本

資本金
資本剰余金

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

事業年度中の変動額

 当期純利益 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成19年12月31日残高(千円) 97,725 42,125 42,125

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

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

事業年度中の変動額

 当期純利益 ― ― 251,085 251,085 251,085

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 251,085 251,085 251,085

平成19年12月31日残高(千円) 1,300 85,373 289,737 376,410 516,260

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 1,221 1,221 266,396

事業年度中の変動額

 当期純利益 ― ― 251,085

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△136 △136 △136

事業年度中の変動額合計(千円) △136 △136 250,948

平成19年12月31日残高(千円) 1,084 1,084 517,345
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（単位：千円） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

(4) (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 

(平成19年12月期第３四半期)

当四半期 

(平成20年12月期第３四半期)

（参 考）前期 

(平成19年12月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期(当期)純利益 

   又は純損失(△)
△30,361 △101,181 464,690

   減価償却費 32,279 42,772 51,540

   貸倒引当金の減少額 △690 △140 △1,110

   為替差損 ― 173 ―

   受取利息及び受取配当金 △3,888 △4,169 △5,224

   支払利息 13,129 11,565 17,780

   投資有価証券評価損 ― 10,188 ―

   固定資産売却益 △10,151 △28,308 △517,072

   固定資産売却損 ― ― 239

   売上債権の減少額 119,180 23,359 144,187

   たな卸資産の増減額(△は増加) 17,241 △261,309 161,899

   賃貸用資産から商品への振替額 27,063 ― 27,063

   商品から賃貸用資産への振替額 ― ― △98,129

   未収入金の減少額 1,174 532 820

   仕入債務の減少額 △80,194 △24,762 △126,013

   未払金の増加額 823 14,979 6,651

   未収消費税等の増減額(△は増加) 1,264 △17,192 2,561

   その他 7,770 △7,665 632

    小計 94,642 △341,159 130,516

   利息及び配当金の受取額 3,882 4,158 5,230

   利息の支払額 △13,648 △12,080 △17,881

   法人税等の支払額 △466 △213,391 △466

  営業活動によるキャッシュ・フロー 84,409 △562,473 117,398

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入れによる支出 △1,947 △9,785 △3,749

   定期預金の払戻しによる収入 ― 10,027 ―

   投資有価証券の取得による支出 △600 △600 △1,200

   固定資産の取得による支出 △71,191 △105,200 △69,067

   固定資産の売却による収入 21,501 84,711 849,172

   その他投資の取得による支出 △18,397 △1,673 △19,089

   その他投資の売却による収入 2,041 2,330 2,840

  投資活動によるキャッシュ・フロー △68,594 △20,190 758,905

Ⅲ 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) 130,000 400,000 △650,000

   長期借入金による収入 ― 100,000 200,000

   長期借入金の返済による支出 △17,316 △32,745 △284,520

   配当金の支払額 ― △8,090 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 112,684 459,164 △734,520

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 128,499 △123,499 141,783

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 99,000 240,784 99,000

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  四半期末(期末)残高
227,499 117,285 240,784
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前年同四半期

(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前期
(自 平成19年１月１日
至 平成19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 

①時価のあるもの

(1)有価証券 

その他有価証券 

①時価のあるもの

(1)有価証券 

その他有価証券 

①時価のあるもの

第３四半期決算期の市場

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）

同左 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 ②時価のないもの ②時価のないもの

移動平均法による原価法 同左 同左

(2)たな卸資産 

①商品・仕掛品 

 個別法による原価法

(2)たな卸資産 

①商品・仕掛品 

 同左

(2)たな卸資産 

①商品・仕掛品 

 同左

②原材料・貯蔵品 ②原材料・貯蔵品 ②原材料・貯蔵品

先入先出法による原価法 同左 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

①有形固定資産 

 定率法

①有形固定資産 

 同左

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。

ただし、賃貸用資産につ

いては定額法によってお

ります。 

なお、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。 

主な耐用年数は以下のと

おりであります。

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

 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

 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

（追加情報）

平成19年度の法人税法改

正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した有形固

定資産については、改正

前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用によ

り取得価額の5%に到達し

た事業年度の翌事業年度

より5年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

この変更による損益に与

える影響は軽微でありま

す。
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項目
前年同四半期

(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

②無形固定資産 

 定額法

②無形固定資産 

 同左

②無形固定資産 

 同左

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。

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 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。

同左 同左

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

―――――― 外貨建金銭債権債務は、

第3四半期決算日の直物

為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益と

して処理しております。

――――――

５ 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

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 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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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

（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

44,230千円増加し、売上総利益は同

額減少し、営業損失は同額増加して

おりますが、経常損失及び税引前第

３四半期純損失に与える影響はあり

ません。 

また、四半期キャッシュ・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「たな卸資産の増減額」に含め

て表示しております。

――――――
（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、当事業年

度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、売上原価は52,724千円増

加し、売上総利益は同額減少し、営

業損失は同額増加しておりますが、

経常損失、当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」を掲記しておりまし

たが、当事業年度より「たな卸資産

の増減額」に含めて表示しておりま

す。

（有形固定資産の減価償却方法の変

更） 

法人税法の改正（（所得税法の一部

を改正する法律 平成19年3月30日法

律第6号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年3月30日 

政令第83号））に伴い、平成19年4月

1日以降に取得した減価償却資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える

影響は軽微であります。

――――――
（有形固定資産の減価償却方法の変

更） 

法人税法の改正（（所得税法の一部

を改正する法律 平成19年3月30日法

律第6号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年3月30日

政令第83号））に伴い、平成19年4月

1日以降に取得した減価償却資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

これにより、売上総利益は5,171千円

減少するとともに営業損失、経常損

失は5,326千円増加し、税引前当期純

利益は5,326千円減少しております。
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前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

――――――
（賃貸用資産の減価償却方法の変

更） 

 従来、賃貸用資産の償却方法につ

いては定率法を採用しておりました

が、第１四半期より定額法へ変更し

ております。 

この変更は、当社のレンタル事業を

より的確に反映するため、賃貸用資

産について経済的使用価値及び減価

償却方法の見直しを行った結果、賃

貸用資産は今後安定的に使用される

と考えられること、並びに定率法に

より算定される減価償却費は使用開

始当初の負担が大きく以後逓減して

いくため、損益が年次により偏る結

果となることから、より適正な期間

損益の把握を目的に行われたもので

あります。 

 この変更に伴い、従来と同様の方

法によった場合に比べ、減価償却費

が25,788千円減少し、営業損失、経

常損失及び税引前第３四半期純損失

が同額減少しております。

――――――
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   (四半期貸借対照表関係) 

(5) 注記事項

前年同四半期 
(平成19年９月30日)

当四半期
(平成20年９月30日)

前期 
(平成19年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

109,715千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

128,453千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

152,020千円

 

※２ 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 80,701千円

土地 466,594千円

計 547,295千円
 

※２ 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 95,528千円

土地 226,180千円

計 321,709千円
 

※２ 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 79,690千円

土地 158,139千円

計 237,830千円

 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 390,000千円

１年内返済予定

長期借入金
25,012千円

長期借入金 242,192千円

計 657,204千円
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 300,000千円

１年内返済予定

長期借入金
46,620千円

長期借入金 220,635千円

計 567,255千円
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 100,000千円

１年内返済予定

長期借入金
39,960千円

長期借入金 160,040千円

計 300,000千円

※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 1,321千円

※３ 

―

※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 1,633千円

※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 消費税等の取扱い

  同左

※４ 

―
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   (四半期損益計算書関係) 

前年同四半期 
(平成19年９月30日)

当四半期
(平成20年９月30日)

前期 
(平成19年12月31日)

 

※１ 営業外収益の内訳

受取利息 3,761千円

受取配当金 122千円

自動車税戻り 3,960千円

自賠責保険解約収入 2,661千円

保険解約収入 1,757千円

雑収入 8,546千円

 

※１ 営業外収益の内訳

受取利息 4,136千円

自動車税戻り 1,148千円

自賠責保険解約収入 2,478千円

雑収入 7,352千円

 

※１ 営業外収益の内訳

受取利息 5,079千円

受取配当金 145千円

自動車税戻り 4,619千円

自賠責保険解約収入 3,729千円

保険解約収入 1,757千円

雑収入 11,208千円

 

※２ 営業外費用の内訳

支払利息 13,129千円

雑損失 532千円
 

※２ 営業外費用の内訳

支払利息 11,565千円

雑損失 174千円
 

※２ 営業外費用の内訳

支払利息 17,780千円

雑損失 871千円

※３ 特別利益の内訳

車両売却益 10,151千円

貸倒引当金戻入 690千円

※３ 特別利益の内訳

賃貸用資産(車両運

搬具)売却益
28,308千円

※３ 特別利益の内訳

土地売却益 506,921千円

車両売却益 10,151千円

※４ 

―

 

※４ 特別損失の内訳

投資有価証券 

評価損
10,188千円

 

※４ 特別損失の内訳

構築物売却損 77千円

工具器具備品売却損 162千円
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