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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29期第１四半期
連結累計期間

第30期第１四半期
連結累計期間

第29期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 (千円) 4,478,911 4,217,264 17,082,380

経常利益 (千円) 274,932 201,647 1,418,100

親会社株主に帰属する四半

期(当期)純利益
(千円) 93,243 74,018 525,378

四半期包括利益

又は包括利益
(千円) 164,538 138,409 961,352

純資産額 (千円) 7,331,980 8,189,573 8,089,978

総資産額 (千円) 23,135,248 26,459,429 26,745,156

１株当たり四半期

(当期)純利益金額
(円) 3.60 2.86 20.30

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 24.3 23.0 22.5

(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)純利益金額については、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１四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)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四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。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。

 

３【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(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出額の増加や堅調な設備投資等により景気は緩やかな回復

基調で推移したものの、国際情勢の変化への警戒感は強く、依然として先行き不透明な状況が続いております。

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、さらに南アフリカ共和国におい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、安定的で収益力のある事業体の構築を目指しております。

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4,217百万円(前年同期比5.8％減)、営業利益207

百万円(前年同期比30.2％減)、経常利益201百万円(前年同期比26.7％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益74

百万円(前年同期比20.6％減)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。

①　中古車輸出事業

中古車輸出業界においては、資源価格下落等による不況の影響で輸出先の景気と需要が低迷し、また外貨準備

高不足により海外送金が困難な状況が続いておりましたが、徐々に回復の兆しが見られ、当第1四半期連結累計

期間における業界全体の輸出台数は34.2万台(前年同期比9.1％増)となりました。

このような状況のなか、中南米地域においてはＢ２Ｂ取引先との関係強化により輸出台数は増加したものの、

メイン販売先であるアフリカ地域への輸出台数が依然低迷しており、当社グループの輸出台数は1,188台(前年同

期比25.2％減)となりました。しかしながら、台当たり利益の改善等により営業利益は前年同期を上回りまし

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1,383百万円(前年同期比32.5％減)、営業利益

35百万円(前年同期比78.7％増)となりました。

 

②　レンタカー事業

レンタカー業界においては、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年々増加し、市場規模

が拡大するとともに競争も激化しております。

このような状況のなか、当社グループは、当期において直営店の半田青山店（愛知県)を新規出店し、直営店

及びＦＣ店の総店舗数は128店、総保有台数は15,346台(前年同期比13.5％増)となりました。さらに、レンタル

終了車輌の販売台数は531台(前年同期比5.8％増)となりましたが、台当たり利益の低下、新規出店によるコスト

増加等により営業利益は前年同期を下回りました。

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2,179百万円(前年同期比4.9％増)、営業利益

176百万円(前年同期比35.5％減)となりました。
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③　海外自動車ディーラー事業

南アフリカ共和国においては、資源価格の下落等により景気が低迷し、それに伴い平成29年1-6月期の新車販

売台数は26.9万台(前年同期比1.2％減)となりました。

このような状況のなか、当社グループは、南アフリカ共和国でプジョー・シトロエンディーラー１店舗、スズ

キディーラー３店舗、フィアット・アルファロメオディーラー１店舗を運営しており、5月にはプジョーディー

ラー1店舗を新規出店し、合計6店舗となりました。新車販売台数は合計200台(前年同期比26.6％増)、中古車販

売台数は合計249台(前年同期比19.4％減)となり、新規出店によるコスト増加もあり営業利益は一時的に低下し

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728百万円(前年同期比11.4％増)、営業損失3百

万円(前年同期営業利益3百万円)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

①　資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、14,709百万円となりました。これは現金及び預金が31

百万円、受取手形及び売掛金が83百万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1.1％減少し、11,749百万円となりました。これはリース資産(純額)

が171百万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1.1％減少し、26,459百万円となりました。

②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.1％減少し、14,805百万円となりました。これは支払手形及び買掛

金が84百万円、未払法人税等が153百万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1.7％減少し、3,464百万円となりました。これはリース債務が119百

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1.2％増加し、8,189百万円となりました。

 

(3) 経営方針・経営戦略

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。
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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 100,000,000

計 100,000,000

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８月９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 28,150,000 28,150,000 東京証券取引所 市場第二部
単元株式数

100株

計 28,150,000 28,150,000 － －

 

(2)【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)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5)【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)

平成29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 28,150,000 － 1,349,000 － 1,174,800

 

(6)【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四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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(7)【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成29年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①　【発行済株式】

平成29年３月31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) 普通株式　2,273,100 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式　25,876,200             258,762 －

単元未満株式 普通株式　      700 － －

発行済株式総数 　　　　　28,150,000 － －

総株主の議決権 －             258,762 －

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれて

おります。

 

②　【自己株式等】

平成29年３月31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(％)

株式会社トラスト
愛知県名古屋市中区

錦三丁目10番32号
2,273,100 － 2,273,100 8.07

計 － 2,273,100 － 2,273,100 8.07

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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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」(平成19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１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。
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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

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,435 1,100,983

受取手形及び売掛金 1,155,489 1,072,472

リース債権及びリース投資資産 9,985,871 10,048,454

商品及び製品 1,613,419 1,762,876

仕掛品 1,664 1,588

原材料及び貯蔵品 18,626 18,160

その他 959,505 709,785

貸倒引当金 △5,313 △4,823

流動資産合計 14,861,699 14,709,498

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 5,597,044 5,425,882

土地 3,198,674 3,199,988

その他（純額） 2,250,240 2,280,444

有形固定資産合計 11,045,959 10,906,315

無形固定資産   

のれん 91,023 90,043

その他 61,953 60,179

無形固定資産合計 152,976 150,223

投資その他の資産   

その他 699,258 709,882

貸倒引当金 △14,737 △16,490

投資その他の資産合計 684,521 693,392

固定資産合計 11,883,456 11,749,930

資産合計 26,745,156 26,459,429

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 610,815 526,631

短期借入金 450,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 － 33,228

リース債務 12,521,621 12,507,691

未払法人税等 200,879 47,106

賞与引当金 103,865 49,997

その他 1,242,610 990,948

流動負債合計 15,129,791 14,805,603

固定負債   

長期借入金 － 61,234

リース債務 3,421,496 3,302,168

役員退職慰労引当金 5,505 5,744

資産除去債務 37,329 38,141

その他 61,054 56,963

固定負債合計 3,525,385 3,464,252

負債合計 18,655,177 18,269,856
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29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 4,156,782 4,191,985

自己株式 △618,209 △618,209

株主資本合計 6,062,373 6,097,576

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,631 13,407

為替換算調整勘定 △48,010 △36,212

その他の包括利益累計額合計 △32,378 △22,805

非支配株主持分 2,059,984 2,114,801

純資産合計 8,089,978 8,189,573

負債純資産合計 26,745,156 26,459,429

 

EDINET提出書類

株式会社トラスト(E02977)

四半期報告書

 9/16



(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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 4,478,911 4,217,264

売上原価 3,392,011 3,158,598

売上総利益 1,086,900 1,058,666

販売費及び一般管理費 789,805 851,299

営業利益 297,094 207,366

営業外収益   

受取利息 2,901 3,237

受取配当金 4,993 2,905

為替差益 － 1,096

受取保険金 8,759 122

受取補償金 － 9,596

その他 2,364 2,881

営業外収益合計 19,018 19,840

営業外費用   

支払利息 24,195 25,399

為替差損 16,413 －

その他 571 160

営業外費用合計 41,181 25,559

経常利益 274,932 201,647

特別損失   

固定資産除却損 34 0

投資有価証券評価損 98 －

特別損失合計 132 0

税金等調整前四半期純利益 274,799 201,647

法人税、住民税及び事業税 86,664 55,250

法人税等調整額 9,856 17,712

法人税等合計 96,520 72,963

四半期純利益 178,278 128,683

非支配株主に帰属する四半期純利益 85,034 54,664

親会社株主に帰属する四半期純利益 93,243 74,018
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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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 178,278 128,683

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,023 △2,071

為替換算調整勘定 △11,716 11,797

その他の包括利益合計 △13,739 9,726

四半期包括利益 164,538 138,409

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 79,570 83,592

非支配株主に係る四半期包括利益 84,967 54,817
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

減価償却費 633,539千円 791,634千円

のれんの償却額 1,631 1,672

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

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

平成28年５月６日

取締役会
普通株式 38,815 1.5 平成28年３月31日 平成28年６月２日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日)

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

平成29年５月10日

取締役会
普通株式 38,815 1.5 平成29年３月31日 平成29年６月２日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自平成28年４月１日　至平成28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)

 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 2,047,547 1,777,203 654,160 4,478,911 － 4,478,911

セグメント間の
内部売上高又は振替高

1,079 299,501 － 300,580 △300,580 －

計 2,048,626 2,076,704 654,160 4,779,491 △300,580 4,478,911

セグメント利益 19,683 273,564 3,102 296,350 744 297,094

(注)　１　セグメント利益の調整額744千円には、のれん償却額△1,631千円、棚卸資産の調整額△3,957千円、セグ

メント間取引消去6,333千円が含まれております。

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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自平成29年４月１日　至平成29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)

 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 1,379,149 2,109,684 728,430 4,217,264 － 4,217,264

セグメント間の
内部売上高又は振替高

3,909 69,483 － 73,392 △73,392 －

計 1,383,058 2,179,168 728,430 4,290,657 △73,392 4,217,264

セグメント利益又は損失（△） 35,183 176,530 △3,422 208,291 △925 207,366

(注)　１　セグメント利益の調整額△925千円には、のれん償却額△1,672千円、棚卸資産の調整額37千円、セグメン

ト間取引消去600千円、その他109千円が含まれております。

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。
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 3円60銭 2円86銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 93,243 74,018

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

益金額(千円)
93,243 74,018

普通株式の期中平均株式数(株) 25,876,900 25,876,900

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

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成29年５月10日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 38,815千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　 　　1円50銭

③　支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成29年６月２日

(注)　平成29年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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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 

 

平成29年８月９日

株式会社トラスト

取締役会　御中

 

監査法人東海会計社

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 後　　藤　　久　　貴　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 大　　国　　光　　大　　印

 

　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
る株式会社トラストの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会
計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１
日から平成29年６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。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　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。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。
　四半期レビューにおいては、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し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。
　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。
 

監査人の結論
　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、株式会社トラスト及び連結子会社
の平成29年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四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すべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係
　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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