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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日）

（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23年12月期第１四半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。

(2) 連結財政状態

(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 ％

24年12月期第1四半期 1,216 ― 28 ― 25 ― 10 ―
23年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 10百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 418.16 366.37
23年12月期第1四半期 ― ―

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

24年12月期第1四半期 2,825 548 19.4 22,700.02
23年12月期 2,641 542 20.5 22,509.78
（参考） 自己資本 24年12月期第1四半期 548百万円 23年12月期 542百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

23年12月期 ― 250.00 ― 250.00 500.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 250.00 ― 250.00 500.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) 2,434 ― 33 ― 28 ― 28 ― 1,190.18
通期 4,900 16.6 62 21.5 51 △0.6 51 △41.4 2,140.76



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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。

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 25,520 株 23年12月期 25,520 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 1,376 株 23年12月期 1,432 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 24,107 株 23年12月期1Q 5,992 株
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当第１四半期連結累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から徐々に回復し

つつあるものの、欧州金融不安や原油価格の高騰などにより、景気の先行きについては不透明な状況で推

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、子会社である株式会社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１四半期連結累計期間の業績としては、売上高1,216,539千円、営業利益28,376千円、

経常利益25,234千円、四半期純利益10,080千円となりました。

なお、前第１四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との対比

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959,418千円、

セグメント利益は13,637千円となりました。

②運送関連事業

運送貨物の受注が順調に推移したことにより、運送関連事業の売上高は257,121千円、セグメント利益

は15,424千円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、2,825,557千円となりました。このうち流動資産は

1,880,188千円となり、主な内訳として商品及び製品が1,036,478千円となりました。また固定資産は

945,368千円となり、主な内訳として有形固定資産が817,545千円となりました。

負債合計は、2,277,487千円となりました。このうち流動負債は1,779,648千円となり、主な内訳として

短期借入金が1,360,000千円となりました。また固定負債は497,839千円となり、主な内訳として長期借入

金が407,632千円となりました。

純資産合計は、548,069千円となりました。主な内訳として利益剰余金が414,551千円となりました。

平成24年12月期の連結業績予想につきましては、平成24年２月13日に公表にいたしました業績予想から

変更はありません。

１．当四半期決算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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

株式会社TRUCK-ONE（3047）　平成24年12月期　第１四半期決算短信（連結）

2



該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 274,865 329,549

受取手形及び売掛金 224,536 460,737

商品及び製品 1,073,769 1,036,478

仕掛品 37,694 28,120

原材料及び貯蔵品 2,972 2,961

繰延税金資産 1,414 6,567

その他 38,447 16,824

貸倒引当金 △1,032 △1,050

流動資産合計 1,652,668 1,880,188

固定資産

有形固定資産

土地 375,580 375,580

その他（純額） 472,022 441,964

有形固定資産合計 847,603 817,545

無形固定資産合計 14,461 13,522

投資その他の資産

投資有価証券 29,872 30,538

長期前払費用 5,899 1,539

破産更生債権等 1,189 1,189

繰延税金資産 33,740 23,812

敷金及び保証金 25,938 25,439

その他 31,495 32,796

貸倒引当金 △1,014 △1,014

投資その他の資産合計 127,121 114,300

固定資産合計 989,186 945,368

資産合計 2,641,855 2,825,557

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 237,896 159,112

短期借入金 1,010,000 1,360,000

1年内返済予定の長期借入金 134,532 127,632

リース債務 17,059 14,334

未払金 172,735 79,810

未払法人税等 2,931 11,530

賞与引当金 1,742 11,608

その他 17,482 15,620

流動負債合計 1,594,379 1,779,648
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

固定負債

長期借入金 411,430 407,632

リース債務 36,207 41,988

長期未払金 5,553 －

退職給付引当金 52,069 48,219

固定負債合計 505,260 497,839

負債合計 2,099,639 2,277,487

純資産の部

株主資本

資本金 97,725 97,725

資本剰余金 44,291 45,303

利益剰余金 410,493 414,551

自己株式 △9,226 △8,865

株主資本合計 543,284 548,714

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,068 △645

その他の包括利益累計額合計 △1,068 △645

純資産合計 542,215 548,069

負債純資産合計 2,641,855 2,825,557
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 1,216,539

売上原価 1,035,955

売上総利益 180,584

販売費及び一般管理費 152,207

営業利益 28,376

営業外収益

受取利息 37

受取保険金 333

その他 1,910

営業外収益合計 2,282

営業外費用

支払利息 5,267

その他 157

営業外費用合計 5,424

経常利益 25,234

税金等調整前四半期純利益 25,234

法人税、住民税及び事業税 10,621

法人税等調整額 4,532

法人税等合計 15,154

少数株主損益調整前四半期純利益 10,080

四半期純利益 10,080
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,080

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 423

その他の包括利益合計 423

四半期包括利益 10,503

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,503

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日)

１．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

(注）１ セグメント利益の調整額△685千円は、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。

２．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

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【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 959,418 257,121 1,216,539 ― 1,216,539

セグメント間の内部売上高
又は振替高

38,438 15,199 53,637 △53,637 ―

計 997,857 272,320 1,270,177 △53,637 1,216,539

セグメント利益 13,637 15,424 29,062 △685 28,376

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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