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1. 平成26年12月期第3四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26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 

  

(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 ％

26年12月期第3四半期 2,899 △12.1 △19 ― △10 ― △6 ―
25年12月期第3四半期 3,298 2.3 △2 ― △2 ― 97 ―

（注）包括利益 26年12月期第3四半期 △5百万円 （―％） 25年12月期第3四半期 99百万円 （―％）

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

26年12月期第3四半期 △2.79 ―
25年12月期第3四半期 40.23 ―

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

26年12月期第3四半期 2,481 527 21.3 217.12
25年12月期 2,553 542 21.3 223.25
（参考）自己資本 26年12月期第3四半期 527百万円 25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 
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

25年12月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年12月期 ― 1.25 ―
26年12月期（予想） 2.50 3.75

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年 1月 1日～平成26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 ： 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

通期 4,131 △6.6 1 56.0 6 353.3 4 △95.5 1.82



(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 ： 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） 26年12月期3Q 2,552,000 株 25年12月期 2,552,000 株
② 期末自己株式数 26年12月期3Q 120,800 株 25年12月期 120,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期3Q 2,431,200 株 25年12月期3Q 2,431,200 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

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、緩やかな回復基調で推移しているものの、消費増

税による個人消費の落ち込みや原材料・エネルギー価格の上昇によるコスト増加が企業収益に影響するなど、先行き

は不透明な状況で推移いたしました。

　当社グループの主力事業である商用車関連事業は、数年来の中古事業用車両の不足傾向が取引機会を圧迫している

状況の下、徐々に持ち直しつつありますが、主要な取引先である建設・土木関連及び運送関連ユーザーの消費増税に

伴う設備投資の逓減が取引量及び損益面へ影響いたしました。

　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、売

上高は堅調に推移しているものの、損益面では燃料コストの増加等により損失となりました。

　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2,899,648千円（前年同期比12.1％減）、営業損失

19,554千円（前年同四半期は営業損失2,994千円）、経常損失10,811千円（前年同四半期は経常損失2,474千円）、四半

期純損失6,788千円（前年同四半期は四半期純利益97,798千円）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減少したことにより、商用車関連事業の売上高は2,233,858千円（前年同期比16.2％減）、セグ

メント損失は18,819千円（前年同四半期はセグメント利益3,101千円）となりました。

②運送関連事業

運送貨物・石油製品輸送の受注は堅調に推移しておりますが、原油価格上昇に伴う燃料費の高騰が損益面に影響し

たことにより、運送関連事業の売上高は665,789千円（前年同期比5.4％増）、セグメント損失は3,288千円（前年同四

半期はセグメント損失9,128千円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は2,481,096千円となり、前連結会計年度末に比べ72,143千円の減少となりま

した。このうち流動資産は49,711千円増加して1,578,059千円となりました。主な要因は商品が120,703千円増加したこ

とによるものです。また固定資産は121,854千円減少して903,037千円となりました。主な要因は有形固定資産が132,128

千円減少したことによるものです。

　負債合計は1,953,242千円となり、前連結会計年度末に比べ57,232千円の減少となりました。このうち流動負債は

58,956千円増加して1,702,856千円となりました。主な要因は買掛金が99,716千円増加したことによるものです。また固

定負債は116,189千円減少して250,385千円となりました。主な要因は長期借入金が91,134千円減少したことによるもの

です。

　純資産合計は527,854千円となり、前連結会計年度末に比べ14,910千円の減少となりました。主な要因は利益剰余金が

15,905千円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年12月期の連結業績予想につきましては、平成26年８月12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。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 380,985 234,176

受取手形及び売掛金 227,217 296,353

商品及び製品 888,875 1,009,579

仕掛品 3,557 12,775

原材料及び貯蔵品 3,972 3,446

繰延税金資産 1,377 5,298

その他 23,229 17,181

貸倒引当金 △867 △751

流動資産合計 1,528,348 1,578,059

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産（純額） 187,373 74,948

土地 432,203 432,203

その他（純額） 257,247 237,543

有形固定資産合計 876,823 744,695

無形固定資産合計 7,007 4,462

投資その他の資産

投資有価証券 76,886 84,859

長期前払費用 614 204

破産更生債権等 1,189 1,189

繰延税金資産 11,665 14,614

敷金及び保証金 22,617 22,679

その他 29,100 31,345

貸倒引当金 △1,014 △1,014

投資その他の資産合計 141,060 153,879

固定資産合計 1,024,891 903,037

資産合計 2,553,239 2,481,096

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 167,553 267,269

短期借入金 1,160,000 1,160,000

1年内返済予定の長期借入金 116,716 115,808

リース債務 28,653 25,870

未払金 143,934 92,898

未払法人税等 3,469 7,290

賞与引当金 1,069 7,310

その他 22,504 26,408

流動負債合計 1,643,900 1,702,856
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

固定負債

長期借入金 258,027 166,893

リース債務 44,684 29,148

長期未払金 15,419 7,331

繰延税金負債 3,124 -

退職給付引当金 44,652 47,012

その他 666 -

固定負債合計 366,574 250,385

負債合計 2,010,474 1,953,242

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 407,113 391,208

自己株式 △7,782 △7,782

株主資本合計 542,010 526,105

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 754 1,748

その他の包括利益累計額合計 754 1,748

純資産合計 542,765 527,854

負債純資産合計 2,553,239 2,481,096
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,298,455 2,899,648

売上原価 2,920,284 2,542,100

売上総利益 378,171 357,547

販売費及び一般管理費 381,165 377,102

営業損失（△） △2,994 △19,554

営業外収益

受取利息 589 271

受取配当金 342 489

受取保険金 2,280 3,495

保険解約返戻金 1,264 3,103

持分法による投資利益 5,017 6,398

その他 8,466 6,043

営業外収益合計 17,959 19,803

営業外費用

支払利息 16,961 10,593

その他 478 466

営業外費用合計 17,439 11,059

経常損失（△） △2,474 △10,811

特別利益

受取保険金 347,168 -

特別利益合計 347,168 -

特別損失

役員功労金及び弔慰金 180,000 -

特別損失合計 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（△）

164,693 △10,811

法人税、住民税及び事業税 84,472 6,585

法人税等調整額 △17,577 △10,608

法人税等合計 66,894 △4,023

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（△）

97,798 △6,788

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97,798 △6,788
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26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（△）

97,798 △6,788

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,183 994

その他の包括利益合計 2,183 994

四半期包括利益 99,981 △5,793

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99,981 △5,793

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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

（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

(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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26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

（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 2,233,858 665,789 2,899,648 ― 2,899,648

セグメント間の内部売上高
又は振替高

44,310 25,136 69,447 △69,447 ―

計 2,278,169 690,926 2,969,096 △69,447 2,899,648

セグメント損失(△) △18,819 △3,288 △22,108 2,553 △19,554

(注）１ セグメント損失(△)の調整額2,553千円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント損失(△)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。
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