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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年3月31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 ％

23年12月期第1四半期 1,055 24.8 37 2.7 38 13.5 41 20.7
22年12月期第1四半期 845 11.8 36 123.5 34 159.0 33 ―

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

23年12月期第1四半期 6,845.82 5,993.59
22年12月期第1四半期 5,673.32 4,967.05

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

23年12月期第1四半期 2,180 514 23.6 85,911.28
22年12月期 1,764 478 27.1 79,896.90

（参考） 自己資本  23年12月期第1四半期  514百万円 22年12月期  478百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
平成23年４月１日付で１株を４株に分割しており、平成23年12月期（予想）の配当の状況につきましては、分割後の株数により記載しております。 

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

22年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
23年12月期 ―
23年12月期 
（予想）

250.00 ― 250.00 500.00

3.  平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
平成23年４月１日付で１株を４株に分割しており、１株当たり当期純利益につきましては、分割後の株数により記載しております。 

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

第2四半期 
(累計)

1,775 6.3 19 △62.6 14 △71.6 14 △71.2 586.37

通期 3,700 8.6 61 △43.1 51 △51.8 46 △62.8 1,960.61



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年12月期1Q 6,380株 22年12月期 6,380株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q 388株 22年12月期 388株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 5,992株 22年12月期1Q 5,992株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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」（企業会計規準第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１四半期会計期間における経済環境としては、輸出と生産の回復により持ち直しの兆しが見えつつ

あった中、東日本大震災の発生という未曽有の事態を招来しました。その影響は未だ見極め難いものの、

既に人的、社会的、経済被害は甚大となっており、自律回復への動きは一旦足踏みを余儀なくされる見込

みであります。 

このような経済環境の下、当社にとって主要取引先となる建設・土木関連及び運送関連業ユーザーの設備

投資は依然慎重に推移しておりますが、在庫の数量や種類の増加により商品のラインナップを充実してユ

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ました。 

 当第１四半期会計期間の業績としては、売上高1,055,410千円（前年同四半期比24.8%増）、営業利益

37,837千円（前年同四半期比2.7%増）、経常利益38,986千円（前年同四半期比13.5%増）、四半期純利益

41,020千円（前年同四半期比20.7%増）となりました。 

  

（１）財政状態の分析 

当第１四半期の資産合計は、主にたな卸資産の増加及び売掛金の増加により、2,180,389千円（前事業

年度比415,760千円増加）となりました。負債合計は、主に短期借入金の増加により1,665,608千円（前事

業年度比379,722千円増加）となりました。純資産合計は、514,780千円（前事業年度比36,038千円増加）

となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況の分析 

当第１四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

128,549千円増加し、当第１四半期会計期間末の残高は、281,369千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期会計期間では、営業活動により減少した資金は30,737千円（前年同四半期比16,755千円の

増加）となりました。主な要因としては、たな卸資産の増加148,672千円及び売上債権の増加142,426千円

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１四半期会計期間では、投資活動により減少した資金は110,337千円（前年同四半期比96,839千円

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112,225千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１四半期会計期間では、財務活動により得られた資金は269,624千円（前年同四半期比141,943千円

の増加）となりました。主な要因としては、短期借入金による収入300,000千円によるものであります。 

  

現時点において、平成23年２月７日付 平成22年12月期決算短信（非連結）にてお知らせしました、平
成23年12月期の業績予想からの変更はありません。 

  

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

(3) 業績予想に関する定性的情報
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棚卸資産の評価方法 

当第１四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、前事業年度末の実地棚卸高

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 313,389 184,838

受取手形及び売掛金 254,218 125,180

商品及び製品 911,290 726,349

仕掛品 8,217 15,494

原材料及び貯蔵品 740 3,267

繰延税金資産 3,482 994

その他 28,729 30,391

貸倒引当金 △484 △55

流動資産合計 1,519,582 1,086,461

固定資産

有形固定資産

土地 282,164 282,164

その他（純額） 284,736 303,210

有形固定資産合計 566,900 585,374

無形固定資産合計 8,184 7,141

投資その他の資産

投資有価証券 15,407 15,042

長期前払費用 1,890 1,995

破産更生債権等 1,011 1,011

繰延税金資産 10,805 14,168

敷金及び保証金 25,857 22,782

その他 31,584 31,487

貸倒引当金 △836 △836

投資その他の資産合計 85,720 85,651

固定資産合計 660,806 678,167

資産合計 2,180,389 1,764,628

負債の部

流動負債

買掛金 240,806 39,208

短期借入金 950,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 76,608 76,608

リース債務 8,769 8,695

未払金 39,119 125,159

未払法人税等 1,365 2,713

賞与引当金 6,000 －

その他 17,331 33,930

流動負債合計 1,339,999 936,315

株式会社TRUCK-ONE（3047）　平成23年12月期　第１四半期決算短信（非連結）

4



(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年12月31日)

固定負債

長期借入金 293,997 314,537

リース債務 17,794 20,075

長期未払金 10,577 12,230

長期前受収益 3,239 2,727

固定負債合計 325,608 349,570

負債合計 1,665,608 1,285,886

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 385,830 350,802

自己株式 △9,999 △9,999

株主資本合計 515,681 480,653

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △900 △1,911

評価・換算差額等合計 △900 △1,911

純資産合計 514,780 478,742

負債純資産合計 2,180,389 1,764,628
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 845,620 1,055,410

売上原価 704,843 895,404

売上総利益 140,777 160,006

販売費及び一般管理費 103,938 122,169

営業利益 36,839 37,837

営業外収益

受取利息 224 376

受取保険金 － 1,937

雑収入 1,698 3,217

営業外収益合計 1,922 5,532

営業外費用

支払利息 4,398 4,383

雑損失 18 －

営業外費用合計 4,416 4,383

経常利益 34,345 38,986

特別利益

貸倒引当金戻入額 71 －

固定資産売却益 － 4,004

特別利益合計 71 4,004

特別損失

固定資産売却損 0 －

特別損失合計 0 －

税引前四半期純利益 34,416 42,990

法人税、住民税及び事業税 422 449

法人税等調整額 － 1,521

法人税等合計 422 1,970

四半期純利益 33,994 41,020
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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１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31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 34,416 42,990

減価償却費 12,634 17,810

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,040 429

賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,000

受取利息及び受取配当金 △224 △376

支払利息 4,398 4,383

固定資産除売却損益（△は益） 0 △4,004

売上債権の増減額（△は増加） △59,201 △142,426

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） △128,242 △148,672

仕入債務の増減額（△は減少） 104,488 202,447

未払金の増減額（△は減少） 2,106 △116

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,715 △1,833

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,503 △975

その他 1,442 △60

小計 △41,644 △24,403

利息及び配当金の受取額 239 371

利息の支払額 △4,625 △4,908

法人税等の支払額 △1,463 △1,798

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,493 △30,737

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 △1 △0

固定資産の取得による支出 △13,262 △112,225

固定資産の売却による収入 － 5,015

貸付金の回収による収入 － 150

その他の支出 △244 △3,276

その他の収入 12 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,497 △110,337

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） 150,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △17,208 △20,540

割賦債務の返済による支出 － △1,608

リース債務の返済による支出 △867 △2,200

配当金の支払額 △4,244 △6,025

財務活動によるキャッシュ・フロー 127,680 269,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,690 128,549

現金及び現金同等物の期首残高 85,773 152,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 152,463 281,369
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該当事項はありません。 

  

当社においては、商用車関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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