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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第３四半期
連結累計期間

第32期
第３四半期
連結累計期間

第31期

会計期間
自　2020年１月１日
至　2020年９月30日

自　2021年１月１日
至　2021年９月30日

自　2020年１月１日
至　2020年12月31日

売上高 （千円） 3,382,982 4,282,440 4,740,115

経常利益 （千円） 40,202 60,436 45,984

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 21,324 40,200 23,239

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 19,448 41,949 21,818

純資産額 （千円） 693,260 725,585 695,630

総資産額 （千円） 4,356,853 4,501,551 4,540,424

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 8.89 16.76 9.69

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 15.9 16.1 15.3

 

回次
第31期

第３四半期
連結会計期間

第32期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 1.04 4.94

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ(E03482)

四半期報告書

 2/17



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　新型コロナウイルス感染症による事業への影響については、引き続き今後の状況を注視してまいります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が順調に進んでい

るものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ見通せず、予断を許さない状況となっております。また、

金属や材料、半導体などの材料不足や価格高騰等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。こ

のような状況の下、当社グループの主力事業である商用車関連事業は、前年において全国に発出された緊急事態宣

言の影響を受け、営業活動を縮小し、売上高及び利益が落ち込んでいたものの、今年に入り国内での販売が堅調に

推移したことや、2020年７月にSUN AUTO株式会社を子会社化したことにより、増収増益となりました。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行っており、車両の入れ替えに伴う費用の

増加や原油価格の高騰の影響等により、増収減益となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績としては、売上高4,282,440千円（前年同期比26.6％増）、

営業利益52,934千円（前年同期比58.1％増）、経常利益60,436千円（前年同期比50.3％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益40,200千円（前年同期比88.5％増）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は以下のとおりです。

①　商用車関連事業

　前年において全国対象の緊急事態宣言の影響を受け、営業活動を縮小し、売上高及び利益が落ち込んでいたも

のの、今年に入り国内での販売が堅調に推移したことや、2020年７月にSUN AUTO株式会社を子会社化したことに

より、商用車関連事業の売上高は3,701,840千円（前年同期比30.3％増）、セグメント利益は47,324千円（前年

同期比18.8％増）となりました。

 

②　運送関連事業

　車両の入れ替えに伴う費用の増加や、原油価格の高騰、また原油価格高騰分の価格転嫁が図れなかったことに

より、売上高は580,599千円（前年同期比7.1％増）、セグメント利益は5,309千円（前年同期比61.4％減）とな

りました。
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(2）財政状態の分析

（資産の状況）

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は4,501,551千円となり、前連結会計年度末に比べ38,872千円の減少と

なりました。このうち流動資産は97,928千円減少して2,682,532千円となりました。主な要因は、受取手形及び売

掛金が68,425千円、商品及び製品が40,165千円減少したことによるものです。また固定資産は59,055千円増加して

1,819,018千円となりました。

 

（負債の状況）

　負債合計は3,775,965千円となり、前連結会計年度末に比べ68,827千円の減少となりました。このうち流動負債

は74,560千円減少して2,746,313千円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が259,325千円減少し、短期

借入金が150,000千円、未払法人税等が13,619千円増加したことによるものです。また固定負債は5,732千円増加し

て1,029,651千円となりました。主な要因はリース債務が7,557千円増加し、長期借入金が2,240千円減少したこと

によるものです。

 

（純資産の状況）

　純資産合計は725,585千円となり、前連結会計年度末に比べ29,954千円の増加となりました。主な要因は利益剰

余金が28,206千円増加したことによるものです。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等に重要な変更及び新たに定めた経営方針・経営戦略

等はありません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,208,000

計 10,208,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2021年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 2,552,000 2,552,000
福岡証券取引所

（Q-Board市場）

単元株式数

100株

計 2,552,000 2,552,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年９月30日 － 2,552,000 － 97,725 － 42,125

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 153,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,398,900 23,989 －

単元未満株式  － － －

発行済株式総数  2,552,000 － －

総株主の議決権  － 23,989 －

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

㈱TRUCK-ONE
山口県下松市生野屋南3丁目3-40 153,100 － 153,100 6.00

計 － 153,100 － 153,100 6.00

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ(E03482)

四半期報告書

 6/17



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、ＡＣアーネスト監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ(E03482)

四半期報告書

 7/17



１【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
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 428,127 435,851

受取手形及び売掛金 290,360 221,934

商品及び製品 1,996,993 1,956,827

原材料及び貯蔵品 3,606 4,387

その他 62,882 64,608

貸倒引当金 △1,509 △1,076

流動資産合計 2,780,460 2,682,532

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産（純額） 235,423 234,217

土地 958,316 961,744

その他（純額） 403,164 455,274

有形固定資産合計 1,596,905 1,651,235

無形固定資産   

のれん 53,405 49,297

その他 5,136 4,657

無形固定資産合計 58,541 53,955

投資その他の資産   

投資有価証券 26,691 29,342

繰延税金資産 20,932 25,025

敷金及び保証金 22,106 23,196

その他 34,786 36,264

投資その他の資産合計 104,517 113,828

固定資産合計 1,759,963 1,819,018

資産合計 4,540,424 4,501,551

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,060,434 801,109

短期借入金 1,450,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 2,688 2,688

リース債務 65,772 65,620

未払金 179,893 187,514

未払法人税等 5,746 19,365

賞与引当金 1,130 13,548

その他 55,207 56,467

流動負債合計 2,820,873 2,746,313

固定負債   

社債 250,000 250,000

長期借入金 606,640 604,400

リース債務 97,787 105,344

繰延税金負債 29,123 28,941

退職給付に係る負債 40,068 40,666

その他 300 300

固定負債合計 1,023,919 1,029,651

負債合計 3,844,793 3,775,965
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

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 570,465 598,672

自己株式 △14,481 △14,481

株主資本合計 698,664 726,871

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,033 △1,285

その他の包括利益累計額合計 △3,033 △1,285

純資産合計 695,630 725,585

負債純資産合計 4,540,424 4,501,551
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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　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 3,382,982 4,282,440

売上原価 2,956,665 3,770,013

売上総利益 426,316 512,426

販売費及び一般管理費 392,828 459,492

営業利益 33,488 52,934

営業外収益   

受取利息 93 702

受取配当金 729 768

受取保険金 556 2,539

保険解約返戻金 566 578

補助金収入 14,183 4,696

その他 2,304 6,904

営業外収益合計 18,433 16,190

営業外費用   

支払利息 5,381 8,248

社債発行費 5,770 －

その他 567 439

営業外費用合計 11,719 8,687

経常利益 40,202 60,436

税金等調整前四半期純利益 40,202 60,436

法人税、住民税及び事業税 17,406 25,412

法人税等調整額 1,471 △5,176

法人税等合計 18,878 20,235

四半期純利益 21,324 40,200

親会社株主に帰属する四半期純利益 21,324 40,200
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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　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 21,324 40,200

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,876 1,748

その他の包括利益合計 △1,876 1,748

四半期包括利益 19,448 41,949

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 19,448 41,949

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「１　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積り

について」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更は

ありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりであり

ます。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

減価償却費 137,256千円 161,442千円

のれん償却額 －千円 4,108千円

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年３月19日

定時株主総会
普通株式 5,997 2.50 2019年12月31日 2020年３月23日 利益剰余金

2020年７月17日

取締役会
普通株式 5,997 2.50 2020年６月30日 2020年９月１日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月19日

定時株主総会
普通株式 5,997 2.50 2020年12月31日 2021年３月22日 利益剰余金

2021年７月20日

取締役会
普通株式 5,997 2.50 2021年６月30日 2021年９月１日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（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　2020年１月１日　至　2020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 2,841,109 541,873 3,382,982 － 3,382,982

セグメント間の内部売上高又は振替高 138,831 38,303 177,135 △177,135 －

計 2,979,940 580,176 3,560,117 △177,135 3,382,982

セグメント利益 39,821 13,743 53,565 △20,076 33,488

（注）１　セグメント利益の調整額△20,076千円は、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

(のれんの金額の重要な変動)

　「商用車関連事業」セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間にSUN AUTO株式会社の株式を

取得し連結の範囲に含めたことにより、のれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの

計上額は54,774千円であります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021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 3,701,840 580,599 4,282,440 - 4,282,440

セグメント間の内部売上高又は振替高 137,479 36,892 174,372 △174,372 -

計 3,839,320 617,492 4,456,812 △174,372 4,282,440

セグメント利益 47,324 5,309 52,633 300 52,934

（注）１　セグメント利益の調整額300千円は、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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純利益 ８円89銭 16円76銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 21,324 40,200

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
21,324 40,200

普通株式の期中平均株式数（株） 2,398,900 2,398,900

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

　第32期（2021年１月１日から2021年12月31日）中間配当につきましては、2021年７月20日開催の取締役会におい

て、2021年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 5,997千円

②　１株当たりの金額 ２円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年９月１日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年11月11日

株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ

取締役会　御中

 

ＡＣアーネスト監査法人

岡山県岡山市

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 和田　治郎

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 大森　浩二

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＴＲＵ

ＣＫ－ＯＮＥの2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2021年７月１日から

2021年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年１月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ及び連結子会社の2021年９月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
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いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

　・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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