
 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
(注）平成23年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期の数値及び対前年同四

半期増減率については記載しておりません 

  

   

 

 
(注）平成23年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期の数値については記載

しておりません 

  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

平成23年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、増減率については記載しており

ません 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日）

 (1) 連結経営成績(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３四半期 3,265 ― 75 ― 75 ― 106 ―

22年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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３四半期 4,425 71 4,273 79

22年12月期第３四半期 ― ―

 (2) 連結財政状態

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

23年12月期第３四半期 2,684 554 20.7 23,150 92

22年12月期 ― ― ― ―

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 554百万円  22年12月期 ―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

22年12月期 ― 1,000 00 ― 1,000 00 2,000 00

23年12月期 ― 250 00 ―

23年12月期(予想) 250 00 500 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
(％表示は、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 4,390 ― 90 ― 90 ― 120 ― 5,043 15



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結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) 「四半期連結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連結財務諸表作成

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。 

(4) 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おりま

す。 

  

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」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  新規  １社 (丸進運油株式会社    )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 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) 23年12月期３Ｑ 25,520株 22年12月期 6,380株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 1,552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３Ｑ 23,968株 22年12月期３Ｑ 5,992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３四半期連結会計期間における我が国の経済環境としては、東日本大震災の影響による国内経済の

停滞に加えて、ギリシャをはじめとする欧州の金融危機により世界経済の減速懸念が広がり、先行きの不

透明な状況で推移いたしました。 

 このような経済環境の下、当社グループの主力事業である商用車関連事業では、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に対して、全国の営業拠点でユーザーニーズに対応した事業用車両

の買取及び販売を行うことで、売上高は安定推移いたしました。 また、冷凍車を中心としたレンタル事

業を強化することで、短期利用のユーザーにも対応した営業活動も合わせて行ってまいりました。 

 運送関連事業につきましては、新たに連結子会社となった株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社が主要な

事業として行っており、取扱量を増やして業容の拡大を図るとともに、商用車関連事業とのアライアンス

が実現できる体制を構築してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間の業績としては、売上高1,150,345千円、営業利益9,254千円、経

常利益9,825千円、四半期純利益49,776千円となりました。  

 なお、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年第３四半期会計期

間との対比は行っておりません。 

  

セグメントごとの業績は以下のとおりです。 

①商用車関連事業 

事業用車両の買取・販売事業が堅調に推移したことにより、商用車関連事業の売上高は961,943千円と

なりました。 

②運送関連事業 

燃料関連及び一般貨物を中心に受注が増加したことにより、運送関連事業の売上高は221,180千となり

ました。 

  

①財政状態の分析 

当第３四半期の資産合計は、2,684,543千円となりました。このうち流動資産は1,682,252千円となり、

主な内訳として商品及び製品が872,092千円となりました。また固定資産は1,002,290千円となり、主な内

訳として有形固定資産が871,939千円となりました。 

 負債合計は、2,129,661千円となりました。このうち流動負債は1,591,361千円となり、主な内訳として

短期借入金が910,000千円となりました。また固定負債は538,300千円となり、主な内訳として長期借入金

が443,156千円となりました。 

純資産合計は、554,881千円となりました。主な内訳として利益剰余金が425,922千円となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

当第３四半期連結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

172,090千円増加し、当第３四半期連結会計期間末の残高は、336,013千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結会計期間では、営業活動により増加した資金は125,026千円となりました。主な要因

としては、仕入債務の増加144,608千円及び未収入金の減少46,948千円によるものであります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結会計期間では、投資活動により減少した資金は120,533千円となりました。主な要因

としては固定資産の取得による支出71,713千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３四半期連結会計期間では、財務活動により増加した資金は167,406千円となりました。主な要因

としては、長期借入金による収入120,000千円によるものであります。  

  

当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しており、今後の業績見通しにつきましては、同日

別途発表しております「連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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平成23年７月14日に丸進運油株式会社の全株式を取得し、当社の子会社（特定子会社）となったた

め、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、当第２四半期末の

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) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 369,033

受取手形及び売掛金 380,328

商品及び製品 872,092

仕掛品 24,981

原材料及び貯蔵品 2,870

繰延税金資産 4,116

その他 30,354

貸倒引当金 △1,524

流動資産合計 1,682,252

固定資産

有形固定資産

土地 375,580

その他（純額） 496,358

有形固定資産合計 871,939

無形固定資産合計 15,422

投資その他の資産

投資有価証券 29,715

長期前払費用 4,966

破産更生債権等 1,011

繰延税金資産 15,396

敷金及び保証金 26,017

その他 38,657

貸倒引当金 △836

投資その他の資産合計 114,928

固定資産合計 1,002,290

資産合計 2,684,543

負債の部

流動負債

買掛金 289,035

短期借入金 910,000

1年内返済予定の長期借入金 132,270

リース債務 15,088

未払金 208,519

未払法人税等 5,730

賞与引当金 10,394

その他 20,323

流動負債合計 1,591,361
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

固定負債

長期借入金 443,156

リース債務 37,820

長期未払金 7,239

退職給付引当金 50,084

固定負債合計 538,300

負債合計 2,129,661

純資産の部

株主資本

資本金 97,725

資本剰余金 42,125

利益剰余金 425,922

自己株式 △9,999

株主資本合計 555,773

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △892

評価・換算差額等合計 △892

純資産合計 554,881

負債純資産合計 2,684,543
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 3,265,411

売上原価 2,794,520

売上総利益 470,891

販売費及び一般管理費 395,305

営業利益 75,586

営業外収益

受取利息 928

受取配当金 282

受取保険金 3,221

雑収入 9,465

営業外収益合計 13,898

営業外費用

支払利息 13,837

雑損失 99

営業外費用合計 13,936

経常利益 75,547

特別利益

固定資産売却益 6,799

負ののれん発生益 46,107

特別利益合計 52,907

特別損失

固定資産除却損 388

特別損失合計 388

税金等調整前四半期純利益 128,066

法人税、住民税及び事業税 4,738

法人税等調整額 17,252

法人税等合計 21,990

少数株主損益調整前四半期純利益 106,075

四半期純利益 106,075
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 1,150,345

売上原価 998,577

売上総利益 151,767

販売費及び一般管理費 142,512

営業利益 9,254

営業外収益

受取利息 43

受取保険金 876

雑収入 4,711

営業外収益合計 5,631

営業外費用

支払利息 4,961

雑損失 99

営業外費用合計 5,060

経常利益 9,825

特別利益

負ののれん発生益 46,107

特別利益合計 46,107

税金等調整前四半期純利益 55,933

法人税、住民税及び事業税 3,839

法人税等調整額 2,317

法人税等合計 6,156

少数株主損益調整前四半期純利益 49,776

四半期純利益 49,776
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 128,066

減価償却費 72,250

負ののれん発生益 △46,107

貸倒引当金の増減額（△は減少） 689

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,015

退職給付引当金の増減額（△は減少） 396

受取利息及び受取配当金 △1,210

支払利息 13,837

固定資産除売却損益（△は益） △6,410

売上債権の増減額（△は増加） △185,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,983

未収入金の増減額（△は増加） 46,948

仕入債務の増減額（△は減少） 201,674

未払金の増減額（△は減少） △3,692

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,744

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,597

その他 △2,640

小計 171,512

利息及び配当金の受取額 1,236

利息の支払額 △14,459

法人税等の支払額 △2,348

営業活動によるキャッシュ・フロー 155,942

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 △1,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△49,301

固定資産の取得による支出 △207,890

固定資産の売却による収入 10,748

貸付金の回収による収入 1,640

その他の支出 △5,063

その他の収入 3,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,651

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） 240,000

長期借入れによる収入 120,000

長期借入金の返済による支出 △73,147

割賦債務の返済による支出 △4,859

リース債務の返済による支出 △7,479

配当金の支払額 △10,715

財務活動によるキャッシュ・フロー 263,799
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 172,090

現金及び現金同等物の期首残高 152,819

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 336,013
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該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。  

当社は、サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業本部を基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「商用車関連事

業」及び「運送関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「商用車関連事業」は、事業用車両の販売・買取及びレンタル等を行っており、「運送関連事業」は、

一般貨物の運送や車両の陸送等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(注）１ セグメント利益の調整額△1,421千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

商用車 
関連事業

運送
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,056,201 209,210 3,265,411 ― 3,265,411

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

20,808 11,970 32,778 △32,778 ―

計 3,077,009 221,180 3,298,190 △32,778 3,265,411

セグメント利益 70,803 6,205 77,008 △1,421 75,586
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当第３四半期連結会計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(注）１ セグメント利益の調整額△1,421千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

当社は、従来「商用車関連事業」のみを報告セグメントとし、記載を省略しておりましたが、当第３四半

期連結会計期間より、「商用車関連事業」及び「運送関連事業」の２つに報告セグメントを変更しておりま

す。 

 この変更は、当第３四半期連結会計期間より株式会社T.L.G及び丸進運油株式会社を連結子会社にしたこ

とに伴い、「運送関連事業」が新たに加わったことによるものです。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれん発生益） 

「運送関連事業」セグメントにおいて、丸進運油株式会社の全株式を取得し、新たに子会社化したこ

とにより、当第３四半期連結会計期間において負ののれん発生益が46,107千円発生しております。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額商用車 

関連事業
運送
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 941,135 209,210 1,150,345 ― 1,150,345

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

20,808 11,970 32,778 △32,778 ―

計 961,943 221,180 1,183,124 △32,778 1,150,345

セグメント利益 4,471 6,205 10,676 △1,421 9,254

(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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