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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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24年12月期第１四半期の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 ％

25年12月期第1四半期 1,089 △10.5 8 △70.8 7 △70.0 4 △58.7
24年12月期第1四半期 1,216 ― 28 ― 25 ― 10 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 6百万円 （△39.5％） 24年12月期第1四半期 10百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 171.27 ―
24年12月期第1四半期 418.16 366.37

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

25年12月期第1四半期 2,804 453 16.2 18,657.86
24年12月期 2,783 450 16.2 18,521.66
（参考） 自己資本 25年12月期第1四半期 453百万円 24年12月期 450百万円

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

24年12月期 ― 125.00 ― 125.00 250.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 250.00 ― 250.00 500.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,348 2.7 55 ― 46 ― 29 ― 1,205.59
通期 4,691 10.9 88 ― 71 ― 48 ― 1,982.86



(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。

※  注記事項

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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 25,520 株 24年12月期 25,520 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 1,208 株 24年12月期 1,208 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 24,312 株 24年12月期1Q 24,107 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、新政権による経済政策への期待感から

円安や株価上昇など明るい兆しがみられるものの、欧州債務問題や新興国の成長鈍化等により依然として

不透明な状況で推移しました。

当社グループの主力事業である商用車関連事業は、主要な取引先となる建設・土木関連及び運送関連ユ

ーザーの設備投資マインドは依然として慎重姿勢であること等から、年頭における立上りの遅れがみられ

取引量及び損益面へ影響しております。

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、受注高が伸び悩んだ影響により売上及び利益が前年同期を下回ることになりました。

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1,089,103千円（前年同期比10.5％

減）、営業利益8,291千円（前年同期比70.8％減）、経常利益7,572千円（前年同期比70.0％減）、四半期

純利益4,163千円（前年同期比58.7％減）となりました。

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

年頭における立上りの遅れが取引量及び損益面に影響したことにより、商用車関連事業の売上高は

871,041千円（前年同期比9.2％減）、セグメント損失は838千円（前年同四半期はセグメント利益13,637

千円）となりました。

②運送関連事業

運送貨物の既存の取引先からの受注が減少したことにより、運送関連事業の売上高は218,061千円（前

年同期比15.2％減）、セグメント利益は7,672千円（前年同期比50.3％減）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2,804,592千円となり、前連結会計年度末に比べ20,716千円

の増加となりました。このうち流動資産は112,894千円増加して1,703,594千円となりました。主な要因は

現金及び預金が151,232千円増加したことによるものです。また固定資産は92,177千円減少して1,100,997

千円となりました。主な要因は有形固定資産が96,646千円減少したことによるものです。

負債合計は2,350,982千円となり、前連結会計年度末に比べ17,405千円の増加となりました。このうち

流動負債は30,582千円増加して1,716,329千円となりました。主な要因は短期借入金が100,000千円増加し

たことによるものです。また固定負債は13,177千円減少して634,652千円となりました。主な要因は長期

未払金が58,493千円減少したことによるものです。

純資産合計は453,609千円となり、前連結会計年度末に比べ3,311千円の増加となりました。主な要因は

その他有価証券評価差額金が2,186千円増加したことによるものです。

平成25年12月期の連結業績予想につきましては、平成25年２月14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
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報(注記事項)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
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 302,967 454,199

受取手形及び売掛金 247,086 285,702

商品及び製品 963,015 900,786

仕掛品 39,608 22,638

原材料及び貯蔵品 6,923 15,027

繰延税金資産 2,659 3,071

その他 29,283 23,045

貸倒引当金 △843 △876

流動資産合計 1,590,700 1,703,594

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産（純額） 253,036 161,004

土地 418,040 429,994

その他（純額） 314,731 298,162

有形固定資産合計 985,807 889,160

無形固定資産合計 10,703 9,779

投資その他の資産

投資有価証券 66,608 70,720

長期前払費用 1,729 1,481

破産更生債権等 1,189 1,189

繰延税金資産 71,468 71,383

敷金及び保証金 23,121 23,289

その他 33,560 35,007

貸倒引当金 △1,014 △1,014

投資その他の資産合計 196,663 202,056

固定資産合計 1,193,174 1,100,997

資産合計 2,783,875 2,804,592

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 159,344 94,917

短期借入金 1,210,000 1,310,000

1年内返済予定の長期借入金 131,142 144,930

リース債務 51,666 52,941

未払金 105,057 83,549

未払法人税等 6,808 5,859

賞与引当金 1,172 4,690

その他 20,555 19,441

流動負債合計 1,685,746 1,716,329
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

固定負債

長期借入金 415,728 469,032

リース債務 99,900 95,215

長期未払金 81,790 23,297

退職給付引当金 49,113 45,983

その他 1,297 1,124

固定負債合計 647,829 634,652

負債合計 2,333,576 2,350,982

純資産の部

株主資本

資本金 97,725 97,725

資本剰余金 44,955 44,955

利益剰余金 317,436 318,561

自己株式 △7,782 △7,782

株主資本合計 452,334 453,459

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,036 150

その他の包括利益累計額合計 △2,036 150

純資産合計 450,298 453,609

負債純資産合計 2,783,875 2,804,592
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 1,216,539 1,089,103

売上原価 1,035,955 953,577

売上総利益 180,584 135,525

販売費及び一般管理費 152,207 127,233

営業利益 28,376 8,291

営業外収益

受取利息 37 207

受取保険金 333 2,028

持分法による投資利益 － 658

その他 1,910 2,402

営業外収益合計 2,282 5,297

営業外費用

支払利息 5,267 5,773

その他 157 243

営業外費用合計 5,424 6,016

経常利益 25,234 7,572

税金等調整前四半期純利益 25,234 7,572

法人税、住民税及び事業税 10,621 5,002

法人税等調整額 4,532 △1,594

法人税等合計 15,154 3,408

少数株主損益調整前四半期純利益 10,080 4,163

四半期純利益 10,080 4,163
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,080 4,163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 423 2,186

その他の包括利益合計 423 2,186

四半期包括利益 10,503 6,350

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,503 6,350

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。

Ⅰ 前第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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△685千円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25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 セグメント利益又は損失(△)の調整額1,457千円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)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。

（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

セグメント利益又は損失(△) 13,637 15,424 29,062 △685 28,376

（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 871,041 218,061 1,089,103 ― 1,089,103

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,570 9,588 13,159 △13,159 ―

計 874,611 227,650 1,102,262 △13,159 1,089,103

セグメント利益又は損失(△) △838 7,672 6,833 1,457 8,291
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（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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