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(百万円未満切捨て)

１．2022年６月期第１四半期の連結業績（2021年７月１日～2021年９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 ％

2022年６月期第１四半期 9,560 － 595 25.4 595 26.2 398 30.0

2021年６月期第１四半期 9,242 △9.6 475 △3.6 472 △3.7 306 △2.2
(注)包括利益 2022年６月期第１四半期 398百万円( 30.0％) 2021年６月期第１四半期 306百万円( △2.2％)
　

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

2022年６月期第１四半期 41.90 41.04

2021年６月期第１四半期 32.33 31.91
　

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から
適用しており、2022年６月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
り、売上高については、対前年同四半期増減率を記載しておりません。

　

（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 ％

2022年６月期第１四半期 18,351 7,706 42.0

2021年６月期 16,972 7,530 44.4
(参考) 自己資本 2022年６月期第１四半期 7,706百万円 2021年６月期 7,530百万円
　　　

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

2021年６月期 － 5.00 － 23.26 28.26

2022年６月期 －

2022年６月期(予想) 5.00 － 24.13 29.13
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2022年６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022年６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 41,067 － 2,149 △6.1 2,132 △7.4 1,386 △9.6 145.66
(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
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　　

（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 ： 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
　　

（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) 2022年６月期１Ｑ 9,900,320株 2021年６月期 9,900,320株

② 期末自己株式数 2022年６月期１Ｑ 385,126株 2021年６月期 385,126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年６月期１Ｑ 9,515,194株 2021年６月期１Ｑ 9,489,508株

※期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には株式給付信託（BBT）の信託財産として株式
会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

　

※ 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
本資料に掲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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．四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：千円)

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,376,534 4,287,354

売掛金 210,105 227,517

商品 4,731,647 5,189,471

仕掛品 144,483 169,783

原材料及び貯蔵品 265,855 270,766

その他 759,786 792,402

流動資産合計 9,488,412 10,937,296

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,759,851 3,788,506

その他（純額） 2,629,484 2,556,290

有形固定資産合計 6,389,336 6,344,797

無形固定資産

のれん 230,946 212,556

その他 28,787 25,481

無形固定資産合計 259,733 238,037

投資その他の資産 834,800 830,966

固定資産合計 7,483,870 7,413,801

資産合計 16,972,283 18,351,098
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,958,884 1,998,464

短期借入金 3,000,000 3,200,000

1年内返済予定の長期借入金 428,103 699,900

未払法人税等 561,539 199,376

前受金 1,493,924 1,734,409

賞与引当金 48,037 121,309

その他 1,019,889 685,615

流動負債合計 8,510,377 8,639,076

固定負債

長期借入金 466,728 1,541,823

役員株式給付引当金 56,873 56,873

資産除去債務 373,364 375,706

その他 33,981 30,931

固定負債合計 930,947 2,005,334

負債合計 9,441,325 10,644,410

純資産の部

株主資本

資本金 222,228 222,228

資本剰余金 1,155,766 1,155,766

利益剰余金 6,286,967 6,462,696

自己株式 △134,003 △134,003

株主資本合計 7,530,958 7,706,687

純資産合計 7,530,958 7,706,687

負債純資産合計 16,972,283 18,351,098
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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 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 9,242,248 9,560,768

売上原価 7,333,748 7,493,430

売上総利益 1,908,499 2,067,338

販売費及び一般管理費 1,433,489 1,471,482

営業利益 475,010 595,855

営業外収益

受取利息 334 285

受取保険金 － 560

受取支援金収入 204 132

受取報奨金 527 1,256

その他 476 462

営業外収益合計 1,542 2,697

営業外費用

支払利息 4,432 2,666

その他 101 102

営業外費用合計 4,534 2,768

経常利益 472,019 595,784

特別損失

固定資産除却損 － 446

特別損失合計 － 446

税金等調整前四半期純利益 472,019 595,338

法人税等 165,246 196,652

四半期純利益 306,773 398,686

親会社株主に帰属する四半期純利益 306,773 398,686
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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 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 306,773 398,686

その他の包括利益

四半期包括利益 306,773 398,686

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 306,773 398,686
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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。

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、輸入車販売関連事業における一部の商品取引における収益について、従来は、顧客から受け取る対価

の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取

引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしておりま

す。

また、主要商品である車輌の仕入先から販売実績に応じて収受している販売報奨金について、従来は収益としてお

りましたが、顧客に対する履行義務の対価ではないため、当第１四半期連結会計期間より売上原価から控除するこ

ととしております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高及び売上原価が399,576千円減少しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており

ますが、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はあ

りません。

　


