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(百万円未満切捨て)

１．2021年11月期第２四半期の連結業績（2020年12月１日～2021年５月31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11月期第２四半期 139,231 20.2 6,345 － 6,201 － 4,366 －

2020年11月期第２四半期 115,791 10.5 177 △94.6 △23 － △148 －

(注) 包括利益 2021年11月期第２四半期 4,392百万円 ( －％) 2020年11月期第２四半期 △156百万円 ( －％)

　

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11月期第２四半期 57.91 56.76

2020年11月期第２四半期 △1.98 －
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年11月期第２四半期 108,734 36,153 33.2

2020年11月期 99,633 30,017 30.1

(参考) 自己資本 2021年11月期第２四半期 36,152百万円 2020年11月期 30,013百万円

　

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11月期 － 0.00 － 7.00 7.00

　2021年11月期 － 0.00

　2021年11月期(予想) － 7.00 7.00

(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11月期の連結業績予想（2020年12月１日～2021年11月30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 280,000 16.1 11,000 61.2 10,700 63.9 7,600 60.3 100.80

(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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11月期２Ｑ 79,938,800株 2020年11月期 77,360,000株

② 期末自己株式数 2021年11月期２Ｑ 3,458,071株 2020年11月期 3,608,571株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期２Ｑ 75,394,204株 2020年11月期２Ｑ 75,231,612株

（注）当社は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」を2020年10月に導入いたしました。

　期末自己株式数には、当該プランにて信託銀行に設定したネクステージ従業員持株会専用信託口が保有する当社

株式を含めております。

　 2021年11月期第２四半期 1,441,200株

　期中平均株式数の算定において、発行済株式数から控除する自己株式数には、当該信託口が保有する当社株式を

含めております。

　 2021年11月期第２四半期 1,515,657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

　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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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、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３ページ「連結業績予想などの将

来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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

　 業績の状況

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拡大防止策を講じつつ、社会経

済活動のレベルを段階的に引き上げていくなかで、各種政策の効果もあり、極めて厳しい状況から持ち直しに

向かうことが期待されます。ただし、国内外の感染症の動向や世界金融資本市場の変動の影響等について留意

する必要があります。

このような環境のなか、中古車業界におきましては、2020年12月から2021年５月までの国内中古車登録台数

は3,339,301台（前年同期比104.9％）と前年を上回る結果となりました。車種別では、普通乗用車登録台数が

1,708,602台（前年同期比106.0％）であり、軽自動車の登録台数は1,630,699台（前年同期比103.8％）という

結果となりました。（出典：一般社団法人日本自動車販売協会連合会統計データ・一般社団法人全国軽自動車

協会連合会統計データ）

　当社グループにおきましては、このような状況のなか、『お客様に最も愛される企業』という経営理念に基

づき、ライフタイムバリューとアクティブユーザー数を意識した店舗運営を行ってまいりました。

出店に関しましては、総合店としては2021年４月に宮崎県に「宮崎北店」、愛知県に「日進駅前店」、高知

県に「高知店」、５月に千葉県に「幕張店」をオープンいたしました。専門店としては2021年４月に愛知県に

「一宮スバル車専門店」、５月に千葉県に「ＵＮＩＶＥＲＳＥ千葉北」をオープンいたしました。また、新規

出店店舗に併設して買取専門店４店舗を出店するとともに、買取店の単独店舗として「長久手グリーンロード

店」、「浜松店」、「昭島店」、「さいたま中央店」、「石岡店」をオープンしました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,392億31百万円（前年同期比20.2％増）、営業利益は63億

45百万円（前年同期比3,465.0％増）、経常利益は62億１百万円（前年同期の経常損失は23百万円）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は43億66百万円（前年同期の親会社株主に帰属する四半期純損失は1億48百万円）と

なりました。

中古車販売店事業

中古車販売事業は、関東甲信越地方４拠点（５店舗）、東海北陸地方４拠点（４店舗）、中国四国地方１拠

点（１店舗）、九州沖縄地方１拠点（１店舗）を出店いたしました。また、併設店として買取専門店４店舗を

出店したことにより、当第２四半期連結会計期間末の拠点数は88拠点（138店舗）となりました。

新車販売事業

当第２四半期連結会計期間末の拠点数は21拠点（23店舗）となりました。

その結果、当第２四半期末の拠点数は109拠点（161店舗）となりました。
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なお、当第２四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと次のとおりであります。

地域別

前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日

　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日

　至 2021年５月31日)

対前年同期比

販売高

（百万円）

期末

拠点数

販売台数

（台）

販売高

（百万円）

期末

拠点数

販売台数

（台）

販売高

（％）

期末

拠点数

販売台数

（％）

北海道東北地方 11,721
９

（12）
7,409 13,476

11

（15）
8,845 115.0

２

（３）
119.4

関東甲信越地方 29,241
23

（36）
15,997 34,960

27

（42）
20,015 119.6

４

（６）
125.1

東海北陸地方 42,160
33

（45）
27,500 47,887

38

（53）
31,238 113.6

５

（８）
113.6

関西地方 17,586
15

（22）
10,960 23,883

17

（25）
14,694 135.8

２

（３）
134.1

中国四国地方 1,716
１

（２）
1,384 1,793

２

（４）
1,432 104.5

１

（２）
103.5

九州沖縄地方 13,364
12

（19）
8,633 17,229

14

（22）
11,468 128.9

２

（３）
132.8

合計 115,791
93

（136）
71,883 139,231

109

（161）
87,692 120.2

16

（25）
122.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．地域別の区分は次のとおりであります。

北海道東北地方……北海道、宮城県、福島県

関東甲信越地方……茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県

東海北陸地方………岐阜県、愛知県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県

関西地方……………滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県

中国四国地方………愛媛県、高知県

九州沖縄地方………福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

３．期末拠点数の（ ）内は店舗数であります。当社は、車のタイプ別に複数店舗を構える拠点及び買取店を併

設している拠点があるため、拠点数と店舗数は異なります。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,087億34百万円となり前連結会計年度末に比べ91億円増加い

たしました。

流動資産は前連結会計年度末に比べ63億57百万円増加し、752億46百万円となりました。主な要因は現金及び

預金が37億78百万円及び売掛金が14億24百万円増加したことによるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べ27億43百万円増加し、334億87百万円となりました。主な要因は新規出店

等により、建物及び構築物が29億77百万円増加したことによるものであります。

流動負債は前連結会計年度末に比べ５億７百万円増加し、285億20百万円となりました。主な要因は短期借入

金が17億79百万円増加したことによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ24億57百万円増加し、440億60百万円となりました。主な要因は長期借入

金が22億２百万円増加したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べ61億35百万円増加し、361億53百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年１月７日の「2020年11月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業

績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 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

　 該当事項はありません。
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３．四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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,443 31,221

売掛金 6,416 7,840

商品 32,951 32,711

仕掛品 99 127

貯蔵品 429 521

その他 1,556 2,829

貸倒引当金 △7 △5

流動資産合計 68,889 75,246

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,884 21,862

その他（純額） 6,348 5,807

有形固定資産合計 25,232 27,669

無形固定資産 895 785

投資その他の資産 4,615 5,032

固定資産合計 30,743 33,487

資産合計 99,633 108,734

負債の部

流動負債

買掛金 6,403 6,056

短期借入金 6,276 8,055

1年内償還予定の社債 1,000 －

1年内返済予定の長期借入金 5,201 5,601

リース債務 73 103

未払法人税等 1,430 2,073

賞与引当金 － 865

その他 7,626 5,763

流動負債合計 28,012 28,520

固定負債

長期借入金 39,746 41,949

リース債務 320 428

資産除去債務 1,191 1,379

その他 344 303

固定負債合計 41,603 44,060

負債合計 69,615 72,580
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,925 7,953

資本剰余金 9,332 10,360

利益剰余金 17,578 21,417

自己株式 △3,724 △3,505

株主資本合計 30,112 36,225

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 1

退職給付に係る調整累計額 △98 △74

その他の包括利益累計額合計 △99 △72

新株予約権 3 0

純資産合計 30,017 36,153

負債純資産合計 99,633 108,734
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

売上高 115,791 139,231

売上原価 97,226 112,913

売上総利益 18,565 26,318

販売費及び一般管理費 18,387 19,972

営業利益 177 6,345

営業外収益

受取保険金 26 9

補助金収入 － 51

廃棄物リサイクル収入 7 8

その他 40 76

営業外収益合計 74 146

営業外費用

支払利息 116 129

賃貸原価 3 3

支払手数料 122 92

その他 32 64

営業外費用合計 275 290

経常利益又は経常損失（△） △23 6,201

特別利益

助成金収入 85 －

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 85 1

特別損失

災害による損失 5 －

感染症関連損失 90 －

減損損失 6 －

特別損失合計 102 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△40 6,203

法人税、住民税及び事業税 89 1,855

法人税等調整額 18 △18

法人税等合計 108 1,836

四半期純利益又は四半期純損失（△） △148 4,366

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△148 4,366
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △148 4,366

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 2

退職給付に係る調整額 △7 24

その他の包括利益合計 △7 26

四半期包括利益 △156 4,392

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △156 4,392

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△40 6,203

減価償却費 1,606 1,795

減損損失 6 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 743 865

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △21 △59

支払利息 116 129

売上債権の増減額（△は増加） 249 △1,424

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,143 120

仕入債務の増減額（△は減少） △2,411 △346

その他 4,532 △3,112

小計 11,923 4,169

利息及び配当金の受取額 0 5

利息の支払額 △115 △128

法人税等の支払額 △1,144 △1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,663 2,833

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 △28 △60

定期預金の払戻による収入 9 9

有形固定資産の取得による支出 △3,215 △3,616

無形固定資産の取得による支出 △142 △153

差入保証金の差入による支出 △150 △333

差入保証金の回収による収入 － 23

その他 △50 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,576 △4,124

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） 6,429 1,779

長期借入れによる収入 12,800 5,500

長期借入金の返済による支出 △1,249 △2,897

社債の償還による支出 － △1,000

株式の発行による収入 31 1,977

自己株式の取得による支出 △1,307 －

配当金の支払額 △452 △527

自己株式の処分による収入 － 239

その他 △40 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,210 5,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,296 3,727

現金及び現金同等物の期首残高 11,030 27,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,326 31,170
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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。

（セグメント情報等）

当社グループは、自動車販売及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　


