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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第3四半期 4,282 26.6 52 58.1 60 50.3 40 88.5

2020年12月期第3四半期 3,382 △6.5 33 △31.2 40 △40.3 21 △58.5

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　41百万円 （115.7％） 2020年12月期第3四半期　　19百万円 （△61.9％）

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

2021年12月期第3四半期 16.76 ―

2020年12月期第3四半期 8.89 ―

(2) 連結財政状態

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

2021年12月期第3四半期 4,501 725 16.1 302.47

2020年12月期 4,540 695 15.3 289.98

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 725百万円 2020年12月期 695百万円

2. 配当の状況

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

2020年12月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00

2021年12月期 ― 2.50 ―

2021年12月期（予想） 2.50 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 5,500 16.0 60 70.2 70 52.2 50 115.2 20.84

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期3Q 2,552,000 株 2020年12月期 2,552,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 153,100 株 2020年12月期 153,100 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 2,398,900 株 2020年12月期3Q 2,398,900 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）連結業績予想などの将来予測情報
に関する説明」をご覧ください。
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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。

（２）財政状態に関する説明

（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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期連結業績予想に関しましては、 近の業績の動向等を踏まえ、2021年２月12日に公表いたしました業績予想

を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。
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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)

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

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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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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（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

（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）
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（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 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（追加情報）

　前連結会計年度の決算短信の（追加情報）「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。
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（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

（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

（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

（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

（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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