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(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期第2四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

22年12月期第2四半期 1,669 10.1 50 41.1 49 52.7 48 134.1

21年12月期第2四半期 1,516 - 36 - 32 - 20 -

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

22年12月期第2四半期 8,135 04 7,122 32

21年12月期第2四半期 3,437 16 3,013 38

 (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

22年12月期第2四半期 1,629 412 25.3 68,797 16

21年12月期 1,386 368 26.6 61,557 48

(参考) 自己資本 22年12月期第2四半期 412百万円 21年12月期 368百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 21年12月期 - 0 00 - 1,000 00 1,000 00

 22年12月期 - 1,000 00

22年12月期(予想) - 1,000 00 2,000 00

3. 平成22年12月期の業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

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 3,430 11.7 88 40.2 86 50.2 85 85.6 14,185 58



 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。 

2.当社は、「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。 

  

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期2Ｑ 6,380株 21年12月期 6,380株

② 期末自己株式数 22年12月期2Ｑ 388株 21年12月期 388株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期2Ｑ 5,992株 21年12月期2Ｑ 6,058株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期会計期間における経済環境としては、国内景気の方向性は上向きとなっているものの、企

業の設備・雇用の過剰感は払拭されないままであり、依然として設備投資や雇用関連指標は回復に至って

おらず、デフレ状態も継続する状況で推移しました。一方、世界経済におきましては、米国経済はプラス

成長が続き、中国やインドなどは順調な成長軌道をたどっているものの、ギリシャの財政問題に端を発し

た欧州債務危機が世界の金融市場に混乱を与え、先行きに不透明感を与える状況で推移しました。  

 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も

依然として消極的であり厳しい状況は続いておりますが、当社は引き続き在庫の数量や種類の充実を図る

ことによりユーザーニーズに即応した結果、国内向け車両販売は安定推移し、808,392千円となりまし

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、円高傾向が続いており、販売は低迷

を余儀なくされております。  

当第２四半期会計期間の業績としては、売上高824,146千円（前年同四半期比8.4%増）、営業利益

14,118千円（前年同四半期比28.0%減）、経常利益15,100千円（前年同四半期比21.0%減）、四半期純利益

14,750千円（前年同四半期比21.7%減）となりました。 

  

  

①財政状態の分析 

当第２四半期の資産合計は、主にたな卸資産の増加及び売掛金の増加により、1,629,262千円（前事業

年度比242,447千円増加）となりました。負債の合計は、主に短期借入金の増加により1,217,029千円（前

事業年度比199,067千円増加）となりました。純資産の合計は、412,232千円（前事業年度比43,380千円増

加）となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物の状況は、全体では、前事業年度末と比べて5,594

千円増加し、当第２四半期会計期間末の残高は、91,367千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期会計期間では、営業活動により増加した資金は10,421千円（前年同四半期は、34,006千円

の減少）となりました。主な要因としては、税引前四半期純利益15,200千円及び売上債権の減少52,218千

円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期会計期間では、投資活動により減少した資金は52,376千円（前年同四半期は、3,492千円

の減少）となりました。主な要因としては固定資産の取得による支出33,509千円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２四半期会計期間では、財務活動により減少した資金は19,140千円（前年同四半期は、66,653千円

の減少）となりました。主な要因としては、長期借入金の返済による支出16,653千円によるものでありま

す。  

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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現時点において、平成22年8月6日付け業績予想の修正に関するお知らせにて公表いたしました、平成22

年12月期の業績予想からの変更はありません。 

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前事業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、前事業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。   
  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 123,385 117,788

受取手形及び売掛金 97,357 89,254

商品及び製品 609,450 562,129

仕掛品 125,816 12,857

原材料及び貯蔵品 662 653

その他 17,235 17,585

貸倒引当金 △124 △294

流動資産合計 973,783 799,974

固定資産

有形固定資産

土地 282,164 282,164

その他（純額） 298,233 249,962

有形固定資産合計 580,397 532,126

無形固定資産合計 8,011 6,036

投資その他の資産

投資有価証券 16,548 15,921

長期前払費用 1,921 1,725

破産更生債権等 1,011 12,808

敷金及び保証金 23,785 23,747

その他 24,640 6,279

貸倒引当金 △836 △11,805

投資その他の資産合計 67,070 48,676

固定資産合計 655,478 586,839

資産合計 1,629,262 1,386,814

負債の部

流動負債

買掛金 62,642 20,141

短期借入金 800,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 66,612 66,612

リース債務 8,560 3,754

未払金 32,196 28,978

未払法人税等 1,814 2,406

賞与引当金 9,359 －

その他 6,705 13,565

流動負債合計 987,891 785,458

固定負債

長期借入金 189,070 222,931

リース債務 24,398 9,044
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21年12月31日)

長期未払金 15,503 －

長期前受収益 165 527

固定負債合計 229,137 232,503

負債合計 1,217,029 1,017,961

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 282,784 240,030

自己株式 △9,999 △9,999

株主資本合計 412,634 369,881

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △402 △1,029

評価・換算差額等合計 △402 △1,029

純資産合計 412,232 368,852

負債純資産合計 1,629,262 1,386,814
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 1,516,424 1,669,766

売上原価 1,293,920 1,407,752

売上総利益 222,503 262,014

販売費及び一般管理費 186,401 211,056

営業利益 36,101 50,957

営業外収益

受取利息 971 421

受取配当金 282 322

受取保険金 1,906 2,141

雑収入 2,052 4,700

営業外収益合計 5,212 7,584

営業外費用

支払利息 8,920 9,077

雑損失 19 18

営業外費用合計 8,940 9,096

経常利益 32,374 49,446

特別利益

貸倒引当金戻入額 280 170

特別利益合計 280 170

特別損失

前期損益修正損 11,100 －

固定資産売却損 － 0

特別損失合計 11,100 0

税引前四半期純利益 21,554 49,616

法人税、住民税及び事業税 731 871

法人税等合計 731 871

四半期純利益 20,823 48,745

株式会社TRUCK-ONE (3047)　平成22年12月期 第２四半期決算短信（非連結）

7



 【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 760,365 824,146

売上原価 646,390 702,909

売上総利益 113,975 121,237

販売費及び一般管理費 94,354 107,118

営業利益 19,620 14,118

営業外収益

受取利息 411 196

受取配当金 282 322

受取保険金 1,906 1,158

雑収入 1,321 3,984

営業外収益合計 3,921 5,661

営業外費用

支払利息 4,408 4,679

雑損失 18 －

営業外費用合計 4,426 4,679

経常利益 19,115 15,100

特別利益

貸倒引当金戻入額 86 99

特別利益合計 86 99

税引前四半期純利益 19,201 15,200

法人税、住民税及び事業税 365 449

法人税等合計 365 449

四半期純利益 18,835 14,750
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６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 21,554 49,616

減価償却費 10,091 30,668

貸倒引当金の増減額（△は減少） △280 △11,139

賞与引当金の増減額（△は減少） － 9,359

受取利息及び受取配当金 △1,253 △743

為替差損益（△は益） 211 －

支払利息 8,920 9,077

売上債権の増減額（△は増加） △30,301 △6,982

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 11,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,296 △160,289

未収入金の増減額（△は増加） 166 －

仕入債務の増減額（△は減少） 31,081 44,218

未払金の増減額（△は減少） △6,153 1,447

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,199 △3,262

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,195 △9,503

その他 △432 8,652

小計 △22,297 △27,082

利息及び配当金の受取額 1,280 778

利息の支払額 △8,857 △9,305

法人税等の支払額 △704 △1,463

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,579 △37,071

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 △6,004 △1

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 △4,226 △46,772

固定資産の売却による収入 29,925 －

その他の支出 △1,984 △19,110

その他の収入 407 12

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,117 △65,873

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） 150,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △33,861 △33,861

割賦債務の返済による支出 － △244

リース債務の返済による支出 － △3,110

自己株式の取得による支出 △9,939 －

配当金の支払額 △4 △4,244

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,194 108,540

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） 99,521 5,594

現金及び現金同等物の期首残高 123,918 85,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 223,440 91,367
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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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