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(百万円未満切捨て)

１．2021年11月期第３四半期の連結業績（2020年12月１日～2021年８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３四半期 212,093 18.7 9,804 164.1 9,604 174.9 6,893 174.3

2020年11月期第３四半期 178,716 10.9 3,712 △24.3 3,493 △26.8 2,513 △26.7

(注) 包括利益2021年11月期第３四半期 6,924百万円 ( 176.0％) 2020年11月期第３四半期 2,508百万円 (△26.8％)

　

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３四半期 90.96 89.19

2020年11月期第３四半期 33.62 32.03
　

（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３四半期 108,243 38,781 35.8

2020年11月期 99,633 30,017 30.1

(参考) 自己資本 2021年11月期第３四半期 38,780百万円 　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 285,000 18.2 13,300 94.9 13,000 99.2 9,200 94.1 121.40

(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 ： 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３Ｑ 80,038,400株 2020年11月期 77,360,000株

② 期末自己株式数 2021年11月期３Ｑ 3,397,771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３Ｑ 75,781,585株 2020年11月期３Ｑ 74,762,307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３四半期 1,380,900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３四半期 1,468,500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拡大の防止策を講じ、ワクチン

接種を促進するなかで、各種政策の効果もあり、持ち直しの動きが続く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８月までの国内中古車登録台数

は4,813,614台（前年同期比101.2％）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

2,484,588台（前年同期比100.7％）であり、軽自動車の登録台数は2,329,026台（前年同期比101.6％）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、2021年７月に大分県に「大分店」、岩手県に初出店となる「盛岡店」

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店を２店舗出店するとともに、買取の単独店舗

として2021年７月に東京都に「葛飾店」、広島県に初出店となる「広島三篠店」、８月に東京都に「池袋店」

をオープンいたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,120億93百万円（前年同期比18.7％増）、営業利益は98億

４百万円（前年同期比164.1％増）、経常利益は96億４百万円（前年同期比174.9％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は68億93百万円（前年同期比174.3％増）となりました。

中古車販売事業

　中古車販売事業は、北海道東北地方に１拠点（１店舗）、関東甲信越地方に２拠点（２店舗）、中国四国地

方に１拠点（１店舗）、九州沖縄地方に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２店舗を出店したことにより、当第３四半期連結会計期間末の拠点数は93拠点（145店舗）となりました。

新車販売事業

　当第３四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３四半期連結会計期間末の拠点数は114拠点（168店舗）となりました。
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なお、当第３四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３四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日

　至 2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日

　至 2021年８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 17,990
10

（14）
11,304 20,076

12

（17）
13,452 111.6

２

（３）
119.0

関東甲信越地方 46,090
23

（36）
25,779 53,611

29

（44）
31,080 116.3

６

（８）
120.6

東海北陸地方 63,384
34

（48）
41,400 72,642

38

（53）
47,059 114.6

４

（５）
113.7

関西地方 28,084
15

（22）
17,315 35,724

17

（25）
21,886 127.2

２

（３）
126.4

中国四国地方 2,468
１

（２）
1,984 3,371

３

（５）
2,732 136.6

２

（３）
137.7

九州沖縄地方 20,697
12

（19）
13,489 26,666

15

（24）
18,024 128.8

３

（５）
133.6

合計 178,716
95

（141）
111,271 212,093

114

（168）
134,233 118.7

19

（27）
120.6

（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、岩手県、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…………広島県、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３四半期連結会計期間末における総資産は1,082億43百万円となり前連結会計年度末に比べ86億10百万円

増加いたしました。

流動資産は前連結会計年度末に比べ48億15百万円増加し、737億４百万円となりました。主な要因は売掛金が

12億74百万円及び商品が16億83百万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37億95百万円増加し、345億39百万円となりました。主な要因は新規出店

等により、建物及び構築物が35億８百万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12億80百万円減少し、267億32百万円となりました。主な要因は買掛金が

８億36百万円減少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11億26百万円増加し、427億30百万円となりました。主な要因は長期借入

金が８億６百万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87億63百万円増加し、387億81百万円となりました。

（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連結業績予

想を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。
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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３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,443 27,588

売掛金 6,416 7,690

商品 32,951 34,635

仕掛品 99 131

貯蔵品 429 536

その他 1,556 3,126

貸倒引当金 △7 △4

流動資産合計 68,889 73,704

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,884 22,393

その他（純額） 6,348 6,163

有形固定資産合計 25,232 28,556

無形固定資産 895 744

投資その他の資産 4,615 5,238

固定資産合計 30,743 34,539

資産合計 99,633 108,243

負債の部

流動負債

買掛金 6,403 5,566

短期借入金 6,276 7,029

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 5,270

リース債務 73 116

未払法人税等 1,430 1,821

賞与引当金 － 503

その他 7,626 6,425

流動負債合計 28,012 26,732

固定負債

長期借入金 39,746 40,552

リース債務 320 477

資産除去債務 1,191 1,416

その他 344 282

固定負債合計 41,603 42,730

負債合計 69,615 69,462
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,925 7,957

資本剰余金 9,332 10,364

利益剰余金 17,578 23,944

自己株式 △3,724 △3,417

株主資本合計 30,112 38,847

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 △68

その他の包括利益累計額合計 △99 △67

新株予約権 3 0

純資産合計 30,017 38,781

負債純資産合計 99,633 108,243
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年８月31日)

売上高 178,716 212,093

売上原価 147,271 171,230

売上総利益 31,445 40,862

販売費及び一般管理費 27,733 31,058

営業利益 3,712 9,804

営業外収益

違約金収入 93 －

受取保険金 27 9

補助金収入 － 52

廃棄物リサイクル収入 10 12

その他 60 105

営業外収益合計 191 180

営業外費用

支払利息 184 191

賃貸原価 4 4

支払手数料 173 98

その他 47 86

営業外費用合計 409 380

経常利益 3,493 9,604

特別利益

助成金収入 156 －

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 156 1

特別損失

災害による損失 6 －

感染症関連損失 90 －

減損損失 105 －

特別損失合計 202 －

税金等調整前四半期純利益 3,447 9,606

法人税、住民税及び事業税 911 2,663

法人税等調整額 23 49

法人税等合計 934 2,713

四半期純利益 2,513 6,893

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,513 6,893
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年８月31日)

四半期純利益 2,513 6,893

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 △4 29

その他の包括利益合計 △4 31

四半期包括利益 2,508 6,924

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,508 6,924

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。

　


