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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30日） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、１株当たり四半期純利益につきましては、当該株式分割が前連
結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、１株当たり純資産につきましては、当該株式分割が前連結会計
年度の期首に行われたと仮定して算定しております。  

(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3四半期 3,298 2.3 △2 ― △2 ― 97 ―
24年12月期第3四半期 3,225 △1.2 △48 ― △51 ― △50 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 99百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △54百万円 （―％）

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3四半期 40.23 ―
24年12月期第3四半期 △21.02 ―

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3四半期 3,088 541 17.5 222.59
24年12月期 2,783 450 16.2 185.22
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  541百万円 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  
当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して、平
成24年12月期の年間配当額及び平成25年12月期第２四半期末の配当額を記載しております。当該分割の影響を加味し、遡及修正を行う前の額は次のとおり
です。 
平成24年12月期 第２四半期末125円00銭 期末125円00銭 合計250円00銭 
平成25年12月期 第２四半期末250円00銭 

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 ― 1.25 ― 1.25 2.50
25年12月期 ― 2.50 ―
25年12月期（予想） 2.50 5.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、１株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割を考慮した額
を記載しております。 

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

通期 4,447 5.2 △4 ― △6 ― 94 ― 38.73



(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） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、株式数につきましては、当該株式分割が前連結会計年度
の期首に行われたと仮定して算定しております。 

※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3Q 2,552,000 株 24年12月期 2,552,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 120,800 株 24年12月期 120,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 2,431,200 株 24年12月期3Q 2,416,914 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済環境としては、日本銀行による金融緩和や政府の経

済政策により雇用環境や個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、米国の財政問題や新興国の成長

鈍化等の影響が懸念されるなど、先行きは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はありますが、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、売上高及び利益が改善いたしました。 

 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、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３四半期連結累計期間の業績としては、売上高3,298,455千円（前年同期比2.3％

増）、営業損失2,994千円（前年同四半期は営業損失48,721千円）、経常損失2,474千円（前年同四半期

は経常損失51,785千円）、四半期純利益97,798千円（前年同四半期は四半期純損失50,801千円）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 

事業用車両の販売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2,666,916千円（前年同期

比4.6％増）、セグメント利益は3,101千円（前年同四半期はセグメント損失58,124千円）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631,539千円（前

年同期比6.7％減）、セグメント損失は9,128千円（前年同四半期はセグメント利益9,522千円）となり

ました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は3,088,827千円となり、前連結会計年度末に比べ304,952千円

の増加となりました。このうち流動資産は456,257千円増加して2,046,958千円となりました。主な要因

は現金及び預金が357,359千円増加したことによるものです。また固定資産は151,305千円減少して

1,041,869千円となりました。主な要因は有形固定資産が92,771千円減少したことによるものです。 

 負債合計は2,547,664千円となり、前連結会計年度末に比べ214,087千円の増加となりました。このう

ち流動負債は303,322千円増加して1,989,069千円となりました。主な要因は未払金が91,437千円増加し

たことによるものです。また固定負債は89,235千円減少して558,594千円となりました。主な要因はリ

ース債務が39,250千円減少したことによるものです。 

 純資産合計は541,163千円となり、前連結会計年度末に比べ90,864千円の増加となりました。主な要

因は利益剰余金が88,681千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、同日別途発表しております「平成25年12月期通期業

績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」をご覧ください。 

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、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、これによる当第３四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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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24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 302,967 660,326

受取手形及び売掛金 247,086 329,198

商品及び製品 963,015 936,613

仕掛品 39,608 6,312

原材料及び貯蔵品 6,923 2,822

繰延税金資産 2,659 80,600

その他 29,283 31,814

貸倒引当金 △843 △729

流動資産合計 1,590,700 2,046,958

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産（純額） 253,036 219,268

土地 418,040 429,994

その他（純額） 314,731 243,773

有形固定資産合計 985,807 893,036

無形固定資産合計 10,703 7,931

投資その他の資産

投資有価証券 66,608 75,082

長期前払費用 1,729 955

破産更生債権等 1,189 1,189

繰延税金資産 71,468 13,110

敷金及び保証金 23,121 22,617

その他 33,560 28,960

貸倒引当金 △1,014 △1,014

投資その他の資産合計 196,663 140,901

固定資産合計 1,193,174 1,041,869

資産合計 2,783,875 3,088,827

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 159,344 126,425

短期借入金 1,210,000 1,210,000

1年内返済予定の長期借入金 131,142 123,648

リース債務 51,666 38,461

未払金 105,057 196,495

未払法人税等 6,808 80,237

賞与引当金 1,172 4,339

その他 20,555 209,462

流動負債合計 1,685,746 1,989,069
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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３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

固定負債

長期借入金 415,728 403,336

リース債務 99,900 60,649

長期未払金 81,790 43,012

退職給付引当金 49,113 47,515

その他 1,297 4,080

固定負債合計 647,829 558,594

負債合計 2,333,576 2,547,664

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 317,436 406,118

自己株式 △7,782 △7,782

株主資本合計 452,334 541,016

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,036 147

その他の包括利益累計額合計 △2,036 147

純資産合計 450,298 541,163

負債純資産合計 2,783,875 3,088,827
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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

第３四半期連結累計期間
四半期連結損益計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 3,225,796 3,298,455

売上原価 2,850,977 2,920,284

売上総利益 374,819 378,171

販売費及び一般管理費 423,541 381,165

営業損失（△） △48,721 △2,994

営業外収益

受取利息 511 589

受取配当金 639 342

受取保険金 1,498 2,280

補助金収入 5,020 －

持分法による投資利益 － 5,017

その他 5,698 9,730

営業外収益合計 13,367 17,959

営業外費用

支払利息 15,374 16,961

その他 1,057 478

営業外費用合計 16,431 17,439

経常損失（△） △51,785 △2,474

特別利益

受取保険金 － 347,168

特別利益合計 － 347,168

特別損失

固定資産除却損 7,424 －

役員功労金及び弔慰金 － 180,000

特別損失合計 7,424 180,000

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△59,209 164,693

法人税、住民税及び事業税 13,329 84,472

法人税等調整額 △21,737 △17,577

法人税等合計 △8,408 66,894

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△50,801 97,798

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,801 97,798
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四半期連結包括利益計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
 至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△50,801 97,798

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,364 2,183

その他の包括利益合計 △3,364 2,183

四半期包括利益 △54,165 99,981

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △54,165 99,981

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３四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30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△119千円は、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損失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３四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30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3,031千円は、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損失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 2,549,268 676,528 3,225,796 ― 3,225,796

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

86,632 39,735 126,367 △126,367 ―

計 2,635,900 716,264 3,352,164 △126,367 3,225,796

セグメント利益又は損失(△) △58,124 9,522 △48,602 △119 △48,721

（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 2,666,916 631,539 3,298,455 ― 3,298,455

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

22,365 29,959 52,324 △52,324 ―

計 2,689,281 661,498 3,350,780 △52,324 3,298,455

セグメント利益又は損失(△) 3,101 △9,128 △6,026 3,031 △2,994
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該当事項はありません。 

  

（６）重要な後発事象 

株式分割及び単元株制度の採用について 

当社は、平成25年９月13日開催の取締役会に基づき、平成25年10月１日付で株式分割及び単元株制

度の導入を実施いたしました。 

  

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑

み、当社株式の売買単位を100株とするため、１株につき100株の割合をもって株式分割するととも

に、100株を１単元とする単元株制度を採用いたしました。 

 なお、当該株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はありません。 

  

２．株式分割の概要 

①株式分割の方法 

平成25年９月30日（月）を基準日として、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有

する普通株式を１株につき100株の割合をもって分割いたしました。 

  

②分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数      25,520株 

今回の分割により増加する株式数   2,526,480株 

株式分割後の発行済株式総数     2,552,000株 

株式分割後の発行可能株式総数   10,208,000株 

  

③分割の日程 

基準日公告日  平成25年９月13日（金） 

基準日     平成25年９月30日（月） 

効力発生日   平成25年10月１日（火） 

  

３．単元株制度の概要 

①新設した単元株式の数 

上記「（６）２．株式分割の概要」の効力発生日である平成25年10月１日（火）をもって単元株

制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。 

  

②新設の日程 

効力発生日   平成25年10月１日（火） 

（参考）平成25年９月26日（木）をもって、福岡証券取引所における売買単位も100株に変更され

ました。 

（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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