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1. 2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6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2四半期 2,822 32.9 41 82.5 46 77.1 28 50.6

2020年12月期第2四半期 2,122 △9.8 22 △44.3 26 △56.1 18 △60.0

（注）包括利益 2021年12月期第2四半期　　29百万円 （80.8％） 2020年12月期第2四半期　　16百万円 （△65.1％）

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2四半期 11.82 ―

2020年12月期第2四半期 7.85 ―

(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2四半期 4,670 719 15.4 299.86

2020年12月期 4,540 695 15.3 289.98

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 719百万円 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 5,100 7.6 50 41.8 60 30.5 40 72.1 16.67

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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2Q 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2Q 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2Q 2,398,900 株 2020年12月期2Q 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３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２四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影響により、緊急事態宣言やま

ん延防止等重点措置が発出される等、社会経済活動が大きく制限され、依然として厳しい状況となっております。

また、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進むにつれ、経済活動の回復も徐々に進むものと思われます

が、未だ感染収束の見通しは立っておらず、景気の先行きは不透明となっております。

　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、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、売

上高はほぼ横這いであるものの、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２四半期連結累計期間の経営成績としては、売上高2,822,217千円（前年同期比32.9％増）、

営業利益41,407千円（前年同期比82.5％増）、経常利益46,111千円（前年同期比77.1％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益28,357千円（前年同期比50.6％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、商用車関連事業の売上高は2,438,736千円（前年同期比38.6％

増）、セグメント利益は30,328千円（前年同期比302.0％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、原油価格の高騰の影響等により、運送関連事業の売上高は383,480千円

（前年同期比5.5％増）、セグメント利益は10,704千円（前年同期比26.8％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①　資産、負債及び純資産の分析

（資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は4,670,914千円となり、前連結会計年度末に比べ130,490千円の増加と

なりました。このうち流動資産は109,242千円増加して2,889,702千円となりました。主な要因は現金及び預金が

14,112千円、商品及び製品が131,661千円増加し、受取手形及び売掛金が22,449千円減少したことによるもので

す。また、固定資産は21,248千円増加して1,781,212千円となりました。主な要因は土地が3,427千円、投資有価証

券が2,018千円、繰延税金資産が9,631千円、敷金及び保証金が1,297千円増加したことによるものです。

（負債の状況）

　負債合計は3,951,591千円となり、前連結会計年度末に比べ106,798千円の増加となりました。このうち流動負債

は100,668千円増加して2,921,542千円となりました。主な要因は短期借入金が260,000千円、未払法人税等が

22,323千円、賞与引当金が24,797千円増加し、支払手形及び買掛金が194,099千円減少したことによるものです。

また、固定負債は6,130千円増加して1,030,049千円となりました。主な要因はリース債務が7,402千円増加し、長

期借入金が1,568千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719,322千円となり、前連結会計年度末に比べ23,692千円の増加となりました。主な要因は利益剰

余金が22,360千円増加したことによるものです。
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②　キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ14,112千円増加

し、422,214千円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により減少した資金は64,716千円（前年同期は223,232千円の資金増加）となりました。主な要因は、

減価償却費106,652千円の計上、仕入債務186,916千円の減少による資金の減少及びたな卸資産78,558千円の増加に

よる資金の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により減少した資金は140,333千円（前年同期は127,797千円の資金減少）となりました。主な要因は、

固定資産の取得による支出137,491千円の資金の減少であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により増加した資金は219,161千円（前年同期は80,547千円の資金減少）となりました。主な要因は、

短期借入金260,000千円の純増加と、リース債務の返済による支出33,305千円の資金の減少であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年２月12日に公表いたしました業績予想から変更はありませ

ん。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 428,127 442,239

受取手形及び売掛金 290,360 267,910

商品及び製品 1,996,993 2,128,654

原材料及び貯蔵品 3,606 3,769

その他 62,882 48,403

貸倒引当金 △1,509 △1,275

流動資産合計 2,780,460 2,889,702

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産（純額） 235,423 205,234

土地 958,316 961,744

その他（純額） 403,164 438,920

有形固定資産合計 1,596,905 1,605,899

無形固定資産

のれん 53,405 50,666

その他 5,136 5,676

無形固定資産合計 58,541 56,342

投資その他の資産

投資有価証券 26,691 28,709

繰延税金資産 20,932 30,564

敷金及び保証金 22,106 23,404

その他 34,786 36,291

投資その他の資産合計 104,517 118,969

固定資産合計 1,759,963 1,781,212

資産合計 4,540,424 4,670,914

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,060,434 866,334

短期借入金 1,450,000 1,710,000

1年内返済予定の長期借入金 2,688 2,688

リース債務 65,772 68,864

未払金 179,893 175,296

未払法人税等 5,746 28,069

賞与引当金 1,130 25,928

その他 55,207 44,362

流動負債合計 2,820,873 2,921,542

固定負債

社債 250,000 250,000

長期借入金 606,640 605,072

リース債務 97,787 105,189

繰延税金負債 29,123 28,987

退職給付に係る負債 40,068 40,499

その他 300 300

固定負債合計 1,023,919 1,030,049

負債合計 3,844,793 3,951,591

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２四半期連結会計期間
(2021年６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 570,465 592,825

自己株式 △14,481 △14,481

株主資本合計 698,664 721,025

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 △1,702

その他の包括利益累計額合計 △3,033 △1,702

純資産合計 695,630 719,322

負債純資産合計 4,540,424 4,670,914
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 2,122,891 2,822,217

売上原価 1,858,829 2,469,241

売上総利益 264,062 352,975

販売費及び一般管理費 241,369 311,568

営業利益 22,692 41,407

営業外収益

受取利息 72 341

受取配当金 729 768

受取保険金 556 2,539

保険解約返戻金 447 435

補助金収入 2,573 2,917

その他 1,986 3,712

営業外収益合計 6,365 10,715

営業外費用

支払利息 2,582 5,910

その他 437 100

営業外費用合計 3,019 6,010

経常利益 26,037 46,111

税金等調整前四半期純利益 26,037 46,111

法人税、住民税及び事業税 10,749 28,207

法人税等調整額 △3,545 △10,453

法人税等合計 7,204 17,754

四半期純利益 18,833 28,357

親会社株主に帰属する四半期純利益 18,833 28,357

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 18,833 28,357

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,416 1,331

その他の包括利益合計 △2,416 1,331

四半期包括利益 16,417 29,689

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 16,417 29,689

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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 26,037 46,111

減価償却費 91,002 106,652

のれん償却額 － 2,738

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93 △234

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,885 24,797

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 756 430

受取利息及び受取配当金 △802 △1,109

支払利息 2,582 5,910

補助金収入 △2,573 △2,917

売上債権の増減額（△は増加） △3,334 13,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △146,695 △78,558

未収入金の増減額（△は増加） 10,172 16,875

仕入債務の増減額（△は減少） 321,090 △186,916

未払金の増減額（△は減少） △10,693 △15,275

未払費用の増減額（△は減少） 651 5,665

未収消費税等の増減額（△は増加） △7,838 △9,371

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,383 22,484

その他 △6,065 △7,821

小計 270,698 △56,837

利息及び配当金の受取額 802 1,109

利息の支払額 △2,580 △6,020

補助金の受取額 2,573 2,917

法人税等の支払額 △48,260 △5,884

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,232 △64,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △0 △0

固定資産の取得による支出 △126,951 △137,491

貸付けによる支出 △515 △164

貸付金の回収による収入 － 164

その他の支出 △1,750 △2,997

その他の収入 1,419 155

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,797 △140,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 260,000

長期借入金の返済による支出 － △1,568

割賦債務の返済による支出 △818 －

リース債務の返済による支出 △23,760 △33,305

配当金の支払額 △5,968 △5,965

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,547 219,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,887 14,112

現金及び現金同等物の期首残高 344,543 408,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,431 422,214

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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 1,759,478 363,413 2,122,891 - 2,122,891

セグメント間の内部売上高

又は振替高
98,753 26,058 124,812 △124,812 -

計 1,858,232 389,471 2,247,704 △124,812 2,122,891

セグメント利益 7,544 14,627 22,172 520 22,692

（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 2,438,736 383,480 2,822,217 - 2,822,217

セグメント間の内部売上高

又は振替高
91,900 24,487 116,388 △116,388 -

計 2,530,637 407,968 2,938,605 △116,388 2,822,217

セグメント利益 30,328 10,704 41,033 373 41,407

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６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520千円は、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。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６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373千円は、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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