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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第3四半期 2,288 ― 72 ― 65 ― 53 ―

20年12月期第3四半期 2,255 △23.5 △122 ― △119 ― △102 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第3四半期 8,833.93 7,741.22
20年12月期第3四半期 △16,031.14 ―

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

21年12月期第3四半期 1,558 376 24.2 62,894.10
20年12月期 1,362 335 24.6 52,563.90

（参考） 自己資本  21年12月期第3四半期  376百万円 20年12月期  335百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想） 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 3,050 ― 41 ― 33 ― 21 ― 3,504.67
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ定性的情報・財務諸表等 4．その他 をご参照ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ定性的情報・財務諸表等 4．その他 をご参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 6,380株 20年12月期 6,380株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期 388株 20年12月期 3株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 6,036株 20年12月期第3四半期 6,380株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１. 上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の
業績等は業況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復が確認されているものの、国内消費は依然

として低調な状態であり本格的な経済の回復に至っておりません。原油高や自動車の対米輸出減速懸念

等、いまだに景気減速に繋がる懸念も存在します。 

 このような経済環境の下、主要取引先である建設・土木関連及び運送関連業ユーザーの設備投資意欲は

消極的であり、依然として厳しい状況は続いておりますが、年度当初より、販売をユーザーからの見込み

だけでなく業者向け卸販売への販促を強化した結果、国内向け車両販売高は723,431千円となりました。

海外向け販売につきましては、依然として世界経済の景況停滞が続いており、販売は低迷を余儀なくされ

ております。 

 当社は、年度当初より、営業態勢の改編、強化及び財務改善に取り組んだ結果、売上実績は安定してき

ており、利益率も向上するとともに、固定費を中心とした販売管理費が減少し、収益改善に寄与いたしま

した。当第３四半期会計期間の実績は、売上金額、利益とも計画を達成し、売上高772,328千円、営業利

益35,927千円、経常利益32,775千円、四半期純利益32,497千円となりました。 

  

  

 （１）財政状態の状況  

当第３四半期会計期間末の資産合計は、主に現金及び預金の増加により、1,558,514千円（前事業年度

末比195,739千円増加）となりました。負債合計は、主に短期借入金の増加により1,181,653千円（前事業

年度末比154,078千円増加）となりました。純資産合計は、376,861千円（前事業年度末比41,661千円増

加）となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況  

現金及び現金同等物は、42,290千円の減少となり、当第３四半期末の残高は、181,149千円となりまし

た。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは△56,047千円となりました。主な要因は、リース利用して運営中

のレンタル用車両のリース契約を解約し、商品車両に計上したことにより、たな卸資産が増加したもので

あります。 

  

（投資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・フローは23,948千円となりました。主な要因は、固定資産の売却による収

入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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは89,541千円となりました。主な要因は、短期借入金によるもので

あります。  

  

  

年度当初より、営業態勢の改編、強化及び財務改善に取り組んできており、当第３四半期の実績は、売

上高772,328千円、経常利益32,775千円を計上し、売上金額、利益とも計画を上回った実績となりまし

た。しかしながら、景況は未だ低滞した状況であり、減速懸念も引き続き認められていることもあり、当

社の通期業績見通しについては、平成21年８月10日公表時から変更しておりません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。  

  

2) 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  

1) 会計処理基準に関する事項の変更 

当事業年度の第１四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 当該変更が損益に与える影響は軽微であります。 
  

2) 「リース取引に関する会計基準」等の早期適用 

第１四半期会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19年３月 30日改正））を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る会計処理から通常の売買取引に係る会計処理に変更しております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用

年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る会計処理を引き続き採用しております。 

 当該変更が損益に与える影響はありません。 

  

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 203,165 145,927

受取手形及び売掛金 156,441 125,401

商品及び製品 674,739 532,181

仕掛品 16,027 21,287

原材料及び貯蔵品 7,456 1,075

その他 26,304 50,288

貸倒引当金 △384 △752

流動資産合計 1,083,750 875,407

固定資産   

有形固定資産合計 424,126 438,225

無形固定資産合計 4,456 1,775

投資その他の資産   

投資有価証券 16,393 18,946

長期前払費用 2,068 1,983

破産更生債権等 12,808 12,808

その他 26,715 25,434

貸倒引当金 △11,805 △11,805

投資その他の資産合計 46,181 47,367

固定資産合計 474,764 487,367

資産合計 1,558,514 1,362,775

負債の部   

流動負債   

買掛金 75,783 26,695

短期借入金 750,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 66,612 66,612

未払金 23,473 34,127

未払法人税等 2,040 1,648

その他 21,420 6,151

流動負債合計 939,329 735,234

固定負債   

長期借入金 239,029 289,543

繰延税金負債 － 834

その他 3,294 1,963

固定負債合計 242,323 292,341

負債合計 1,181,653 1,027,575
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 97,725 97,725

資本剰余金 42,125 42,125

利益剰余金 247,565 194,244

自己株式 △9,999 △59

株主資本合計 377,416 334,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △554 1,164

評価・換算差額等合計 △554 1,164

純資産合計 376,861 335,200

負債純資産合計 1,558,514 1,362,775
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,288,752

売上原価 1,924,522

売上総利益 364,229

販売費及び一般管理費 292,199

営業利益 72,029

営業外収益  

受取利息 1,354

受取配当金 283

受取保険金 2,394

雑収入 2,646

営業外収益合計 6,678

営業外費用  

支払利息 13,538

雑損失 19

営業外費用合計 13,558

経常利益 65,149

特別利益  

貸倒引当金戻入額 368

特別利益合計 368

特別損失  

前期損益修正損 11,100

特別損失合計 11,100

税引前四半期純利益 54,418

法人税、住民税及び事業税 1,097

法人税等合計 1,097

四半期純利益 53,320
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 772,328

売上原価 630,601

売上総利益 141,726

販売費及び一般管理費 105,798

営業利益 35,927

営業外収益  

受取利息 383

受取配当金 1

受取保険金 487

雑収入 593

営業外収益合計 1,466

営業外費用  

支払利息 4,617

営業外費用合計 4,617

経常利益 32,775

特別利益  

貸倒引当金戻入額 87

特別利益合計 87

税引前四半期純利益 32,863

法人税、住民税及び事業税 365

法人税等合計 365

四半期純利益 32,497
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 54,418

減価償却費 15,378

貸倒引当金の増減額（△は減少） △368

受取利息及び受取配当金 △1,638

為替差損益（△は益） 211

支払利息 13,538

売上債権の増減額（△は増加） △21,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △143,679

未収入金の増減額（△は増加） 166

仕入債務の増減額（△は減少） 32,263

未払金の増減額（△は減少） △7,412

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,199

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,898

その他 △60

小計 △43,673

利息及び配当金の受取額 1,654

利息の支払額 △13,323

法人税等の支払額 △704

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,047

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,007

定期預金の払戻による収入 6,000

固定資産の取得による支出 △4,686

固定資産の売却による収入 29,925

その他の支出 △2,426

その他の収入 1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,948

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） 150,000

長期借入金の返済による支出 △50,514

自己株式の取得による支出 △9,939

配当金の支払額 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 89,541

現金及び現金同等物に係る換算差額 △211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,231

現金及び現金同等物の期首残高 123,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 181,149
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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