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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(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 ％

25年3月期第1四半期 3,115 36.4 208 38.3 174 18.5 69 22.1
24年3月期第1四半期 2,283 28.1 150 △16.7 147 △13.0 57 △1.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 89百万円 （14.1％） 24年3月期第1四半期 78百万円 （△10.5％）

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3月期第1四半期 269.18 ―
24年3月期第1四半期 220.48 ―

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3月期第1四半期 14,212 4,206 26.0 14,291.17
24年3月期 14,528 4,141 25.2 14,148.25
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,698百万円 24年3月期  3,661百万円

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  
 

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3月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 100.00 ― 100.00 200.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 6,785 43.1 537 35.0 482 28.2 176 36.4 681.37
通期 13,940 23.9 1,181 30.5 1,070 26.6 388 43.1 1,501.23



(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 

(注) 詳細は、添付資料P．３ 「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続きを実施中であります。 

※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、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
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P．３ 「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  無
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3月期1Q 281,500 株 24年3月期 281,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 22,731 株 24年3月期 22,731 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 258,769 株 24年3月期1Q 258,769 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災から１年以上が経過し、景気に緩やかな回復の兆

しがみられたものの、欧州債務危機や長期化する円高などから依然として先行きは不透明な状況となっております。

このような状況のなか、当社グループは、中核事業であり海外市場をターゲットとしている中古車輸出事業、国内

で為替リスクなく安定的な成長を続けるレンタカー事業、成長著しい南アフリカにて海外自動車ディーラー事業の３

つの事業を行っており、安定的でありながら収益力のある事業体の構築を目指しております。また、レンタカー事業

のレンタル車輛及び海外自動車ディーラー事業の中古車在庫をWEBサイトを通じて販売するなど、グループシナジー

を創出しております。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高3,115百万円(前年同期比36.4％増)、営業利益208百

万円(前年同期比38.3％増)、経常利益174百万円(前年同期比18.5％増)、四半期純利益69百万円(前年同期比22.1％

増)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(中古車輸出事業) 

中古車輸出業界全体では、為替レートが円高水準で高止まりし収益を圧迫しているものの、エコカー補助金の再導

入により新車販売が活況となり、下取り車の供給量が増加したことにより、仕入コストの抑制につながり業界全体の

景況感は回復しつつあります。 

このような状況のなか、当社グループは、アフリカ地域において、沿岸主要港から内陸主要都市への中古車陸送を

代行手配するサービスを強化し、また、現地エージェントとの提携により対面でのアフターサービスを行うカスタマ

ーサービスセンターも強化するなど、顧客満足度の向上に努めました。 

当社グループの輸出台数は、規制緩和のあった一部のアジア地域が大幅に増加し、その他地域においても堅調に推

移したため、合計2,017台(前年同期比17.9％増)となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高1,183百万円(前年同期比14.9％増)、営業利益72百

万円(前年同期比127.5％増)となりました。 

  

(レンタカー事業) 

レンタカー業界全体では、GWが好天に恵まれたことにより個人需要が好調に推移し、また、レンタカー需要の高ま

りを受け事業者及び登録台数ともに増加しております。 

このような状況のなか、当社グループは、TVCMを継続的に放映し、HPのリニューアルにより予約機能を向上させ、

個人顧客の獲得に注力いたしました。また、直営店の蕨店(埼玉県)を新規出店し、直営店及びＦＣ店の総店舗数は95

店、総保有台数は9,587台(前年同期比22.4％増)となりました。さらに、車輌の販売台数は226台(前年同期比37.0％

増)となり好調に推移いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高1,276百万円(前年同期比11.8％増)、営業利益139百

万円(前年同期比4.4％増)となりました。 

   

(海外自動車ディーラー事業)  

南アフリカ共和国の新車販売台数は、旺盛な個人消費のもと２桁成長で推移しております。 

このような状況のなか、当社グループは、南アフリカ共和国の首都プレトリア市においてプジョーディーラー１店

舗、ヨハネスブルグ市においてスズキディーラー２店舗、ケープタウン市近郊においてフィアット・アルファロメオ

ディーラー１店舗、スズキディーラー１店舗の合計５店舗を運営しております。新車販売台数は合計180台(前年同期

比339.0％増、内訳：プジョー45台、フィアット20台、アルファロメオ6台、スズキ109台)、中古車販売台数は合計

285台(前年同期比408.9％増)と順調に推移しております。現在、全店舗黒字化に向けて、経営改善を行っておりま

す。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高714百万円(前年同期比289.1％増)、営業損失0百万

円(前年同期は6百万円の営業損失)となりました。 

  

※スズキディーラーを運営する、SKY ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITEDの前連結会計年度の連結対象期間は、

平成23年10月１日から平成24年３月31日であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少し、6,503百万円となりました。これは、現金及び預金が227

百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、7,708百万円となりました。これは、リース資産(純額)が

47百万円減少したことなどによります。 

その結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、14,212百万円となりました。 

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.6％減少し、7,689百万円となりました。これは、未払法人税等が121

百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.0％減少し、2,316百万円となりました。これは、長期借入金が84百万

円、リース債務が88百万円減少したことなどによります。 

③ 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％増加し、4,206百万円となりました。 

④ キャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

227百万円減少し、695百万円となりました。なお、当第１四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの

状況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は416百万円となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益173百万円、減価償却費451百万円があったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は154百万円となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出138百万円があったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は491百万円となりました。これは主にリー

ス債務の返済による支出419百万円があったことによるものであります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

中古車輸出事業につきましては、継続的に各国の現地エージェントとの新規提携を推進し、現地でのアフターサー

ビスの充実を図り、売上の拡大及び顧客満足度の向上に努めてまいります。 

レンタカー事業につきましては、平成24年５月に直営店の蕨店(埼玉県)、７月に直営店の関店(岐阜県)、FC店の甲

斐店(山梨県)を新規出店し、今後も直営・ＦＣ両面で新規出店し全国展開を目指してまいります。 

海外自動車ディーラー事業につきましては、既存店舗の収益改善を継続的に行い売上の拡大及び利益率の向上を図

ってまいります。 

なお、平成24年5月10日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はございませ

ん。今後、何らかの変化がある場合は適切に開示してまいります。 

  

(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 

会計方針の変更   

(減価償却方法の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる影響額は軽微であります。   

   

該当事項はありません。   

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
(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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 922,568 695,057

受取手形及び売掛金 814,387 779,711

リース債権及びリース投資資産 3,498,519 3,498,024

商品及び製品 994,671 1,003,205

仕掛品 507 786

原材料及び貯蔵品 12,352 13,119

その他 536,080 523,808

貸倒引当金 △10,628 △9,780

流動資産合計 6,768,459 6,503,932

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 3,320,258 3,273,146

土地 2,846,640 2,846,640

その他（純額） 890,132 897,258

有形固定資産合計 7,057,032 7,017,045

無形固定資産   

のれん 125,166 120,265

その他 112,876 106,941

無形固定資産合計 238,042 227,206

投資その他の資産   

その他 491,364 490,642

貸倒引当金 △26,655 △26,175

投資その他の資産合計 464,708 464,466

固定資産合計 7,759,784 7,708,719

資産合計 14,528,243 14,212,651

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 624,037 587,279

短期借入金 1,094,600 1,139,055

1年内返済予定の長期借入金 290,684 282,284

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

リース債務 4,967,111 5,010,872

未払法人税等 194,894 73,250

賞与引当金 63,367 37,078

資産除去債務 254 －

その他 631,345 530,012

流動負債合計 7,896,295 7,689,833

固定負債   

社債 80,000 80,000

長期借入金 395,976 311,005

リース債務 1,990,361 1,901,414

役員退職慰労引当金 4,616 5,020

資産除去債務 11,170 11,218

その他 7,831 8,075

固定負債合計 2,489,955 2,316,734

負債合計 10,386,251 10,006,567
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,349,000 1,349,000

資本剰余金 1,174,800 1,174,800

利益剰余金 1,752,958 1,796,737

自己株式 △618,209 △618,209

株主資本合計 3,658,549 3,702,328

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,243 388

為替換算調整勘定 △663 △4,604

その他の包括利益累計額合計 2,579 △4,216

少数株主持分 480,863 507,971

純資産合計 4,141,992 4,206,084

負債純資産合計 14,528,243 14,212,651
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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１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,283,691 3,115,556

売上原価 1,574,064 2,234,473

売上総利益 709,627 881,082

販売費及び一般管理費 558,712 672,365

営業利益 150,914 208,716

営業外収益   

受取利息 743 1,190

受取配当金 1,939 2,034

為替差益 7,343 －

貸倒引当金戻入額 9,171 1,247

その他 3,137 5,476

営業外収益合計 22,335 9,949

営業外費用   

支払利息 22,002 26,073

為替差損 － 11,442

その他 3,723 6,268

営業外費用合計 25,726 43,784

経常利益 147,523 174,882

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,261 80

助成金収入 1,352 1,341

特別利益合計 2,613 1,421

特別損失   

固定資産売却損 214 －

固定資産除却損 － 2,854

その他 － 200

特別損失合計 214 3,054

税金等調整前四半期純利益 149,922 173,249

法人税、住民税及び事業税 40,500 72,374

法人税等調整額 26,826 507

法人税等合計 67,327 72,881

少数株主損益調整前四半期純利益 82,595 100,367

少数株主利益 25,539 30,711

四半期純利益 57,055 69,656
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 82,595 100,367

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,796 △2,831

為替換算調整勘定 △917 △7,567

その他の包括利益合計 △3,713 △10,398

四半期包括利益 78,881 89,968

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 53,488 62,860

少数株主に係る四半期包括利益 25,392 27,108
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 149,922 173,249

減価償却費 367,970 451,803

のれん償却額 1,504 1,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,433 △1,328

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,903 △26,288

受取利息及び受取配当金 △2,682 △3,225

支払利息 22,002 26,073

為替差損益（△は益） 958 2,097

固定資産売却損益（△は益） 214 －

固定資産除却損 － 2,854

売上債権の増減額（△は増加） 80,910 23,590

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,221 △37,342

仕入債務の増減額（△は減少） 22,125 18,111

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,476 △23,931

その他の流動資産の増減額（△は増加） △41,335 7,222

その他の流動負債の増減額（△は減少） 97,633 24,986

その他の固定資産の増減額（△は増加） △7,078 8,112

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 403

その他 379 △104

小計 662,444 647,932

利息及び配当金の受取額 3,569 3,002

利息の支払額 △21,647 △26,336

法人税等の支払額 △230,634 △208,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 413,731 416,434

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △74,840 △138,584

有形固定資産の売却による収入 286 221

無形固定資産の取得による支出 △52,168 △6,759

貸付けによる支出 △16,262 △8,021

貸付金の回収による収入 3,717 5,480

敷金及び保証金の差入による支出 △1,540 △7,279

敷金及び保証金の回収による収入 1,358 1,153

その他 △753 △420

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,204 △154,209

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） △51,050 44,553

長期借入金の返済による支出 △60,571 △93,371

配当金の支払額 △22,783 △23,057

リース債務の返済による支出 △316,204 △419,356

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,609 △491,231

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,057 1,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178,141 △227,510

現金及び現金同等物の期首残高 849,118 922,568

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7,495 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 678,472 695,057

㈱トラスト (3347) 平成25年3月期 第1四半期決算短信

- 8 -



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

(セグメント情報)  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自平成23年４月１日 至平成23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 

(単位：千円) 

(注) １．当第１四半期連結累計期間より、子会社であるTRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITEDを新たに連結

の範囲に含めたため、海外自動車ディーラー事業が追加となりました。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△8,441千円には、のれん償却額△1,504千円、棚卸資産の調整額

△6,936千円が含まれております。 

３．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利益と調整を行っております。 

  

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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

該当事項はありません。 

  

(のれんの金額の重要な変動) 

当第１四半期連結累計期間より、子会社であるTRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITEDを新たに連結の

範囲に含めたため、海外自動車ディーラー事業が追加となりました。なお、当該事象によるのれんの増加額

は、当第１四半期連結累計期間においては、9,908千円であります。 

  

(重要な負ののれん発生益) 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) セグメント情報等

  

報告セグメント  

合計 
調整額 
(注)２  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)３  

中古車輸出 
事業 

レンタカー 
事業 

海外自動車 
ディーラー 
事業(注)１

売上高             

外部顧客への売上高  1,021,885  1,078,302  183,503  2,283,691  －  2,283,691

セグメント間の 
内部売上高又は振替高  8,101  63,350  －  71,451  △71,451  －

計  1,029,986  1,141,652  183,503  2,355,142  △71,451  2,283,691

セグメント利益又は損失(△)  32,082  133,726  △6,452  159,355  △8,441  150,914
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自平成24年４月１日 至平成24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 

(単位：千円)

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△3,694千円には、のれん償却額△1,647千円、棚卸資産の調整額

△2,255千円、その他の調整額208千円が含まれております。 

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利益と調整を行っております。 

  

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。 

   

該当事項はありません。   

   

  

報告セグメント  

合計 
調整額 
(注)１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２  

中古車輸出 
事業 

レンタカー
事業 

海外自動車
ディーラー 

事業  

売上高             

外部顧客への売上高  1,126,129  1,275,409  714,016  3,115,556  －  3,115,556

セグメント間の 
内部売上高又は振替高  57,658  1,437  －  59,095  △59,095  －

計  1,183,787  1,276,846  714,016  3,174,651  △59,095  3,115,556

セグメント利益又は損失(△)  72,978  139,620  △186  212,411  △3,694  208,716

(7) 重要な後発事象
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