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(百万円未満切捨て)
１．2021年11月期の連結業績（2020年12月１日～2021年11月30日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 8,318 15.2 216 276.5 249 290.4 159 720.3

2020年11月期 7,220 △17.7 57 △51.5 63 △53.6 19 △51.0

(注) 包括利益 2021年11月期 159 百万円 (720.3％) 2020年11月期 19 百万円 (△51.0％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年11月期 62.06 58.03 15.6 10.1 2.6

2020年11月期 7.58 － 2.4 2.9 0.8

(参考) 持分法投資損益 2021年11月期 －百万円 2020年11月期 －百万円
　

（２）連結財政状態

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

2021年11月期 2,787 1,237 44.4 452.71

2020年11月期 2,137 808 37.8 315.65

(参考) 自己資本 2021年11月期 1,237百万円 2020年11月期 808百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年11月期 297 79 227 1,241

2020年11月期 △9 6 △212 637

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年11月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2021年11月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年11月期(予想) － 0.00 － 0.00 0.00 －

　

３．2022年11月期の連結業績予想（2021年12月１日～2022年11月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 4,407 6.4 161 47.7 159 14.0 101 △15.4 37.32

通 期 8,580 3.2 334 54.4 332 33.1 207 30.0 75.77

　



　

※ 注記事項

（１）期中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

　 新規－社 (社名)－ 、除外－社 (社名)－

　

（２）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

　

（３）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 2,732,418 株 2020年11月期 2,604,418 株

② 期末自己株式数 2021年11月期 － 株 2020年11月期 43,200 株

③ 期中平均株式数 2021年11月期 2,565,439 株 2020年11月期 2,561,218 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．2021年11月期の個別業績（2020年12月１日～2021年11月30日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 4,808 15.6 22 △73.2 91 － 69 －

2020年11月期 4,159 61.2 84 △62.9 △82 － △122 －

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2021年11月期 27.23 25.46

2020年11月期 △48.01 －

※ 2021年11月期の売上高は、自社サービス「まるっとシリーズ」の顧客数の増加に伴い売上高が増加しております。

2020年11月期において子会社株式会社ITサポートの株式の減損をし債務超過相当額の貸倒引当金を計上したことにより

経常損失及び当期純損失となっておりましたが、2021年11月期においては子会社ITサポートが当期純利益を計上したこ

と等の影響により経常利益及び当期純利益となっております。

（２）個別財政状態

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

2021年11月期 2,100 1,152 54.9 421.94

2020年11月期 1,821 813 44.7 317.72

(参考) 自己資本 　2021年11月期 1,152百万円 　2020年11月期 813百万円

　

２．2022年11月期の個別業績予想（2021年12月１日～2022年11月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 1,781 － 60 － 41 － 15.25

通 期 3,515 △26.9 156 71.5 108 55.4 39.72

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

　

※ 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
前提となる条件およ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２ページ「１．経営成績等
の概況 （４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナワクチン接種者の増加、東京オリンピックの開催と明るい

話題もあったものの、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う緊急事態宣言の再発出など依然とし

て先行きが不透明な状態が続いております。

当社グループが掲げるラストワンマイル事業(注)におきましては、情報化社会の進展に伴い個人消費者の生活イ

ンフラに関する需要は高く、また法人顧客においても電気、インターネット等のインフラを始めとするサービスの

需要が高まっているものの、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う経済の混乱による影響を受け

先行き不透明な状況となりました。

当社グループの経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等は、売上高、営

業利益及び経常利益に加え、サービス流通数(新規顧客獲得数)の増加を重要な経営指標としており、当連結会計年

度においてはサービス流通数が169,244件(前年同期比33.4％増)となりました。当連結会計年度の業績は、売上高

8,318,439千円(前年同期比15.2％増)、営業利益は、216,818千円(前年同期比276.5％増)、経常利益は、249,494千

円(前年同期比290.4％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、159,216千円(前年同期比720.3％増)となりまし

た。なお、当社グループはラストワンマイル事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

(注)ラストワンマイル事業とは、顧客にとって「最高のサービス」を「必要なタイミング」で「最適な方法」によ

って届けることを追求する事業です。現在は消費活動が活発になる新生活マーケットをメインターゲットとし、

顧客と直接コミュニケーションがとれるインサイドセールス(電話、Web会議、メール等を活用した内勤型の営

業活動)を主軸に事業を展開しております。

（２）当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末の資産合計は2,787,120千円となり、前連結会計年度末より650,095千円増加しました。これは

主に、新株式の発行等により現金及び預金が603,705千円増加、自社サービス顧客数の増加により売掛金が229,604

千円が増加したこと、投資その他の資産のその他が44,524千円減少したこと等によるものであります。

(負債)

負債合計は1,550,115千円となり、前連結会計年度末に比べ221,546千円増加しました。これは主に、自社サービ

ス顧客数の増加に伴いサービス提供事業者へ支払う仕入原価の未払金が175,832千円増加、他社サービス取次に係る

取次手数料の売上戻入の実績率増加に伴い解約調整引当金が41,511千円増加、前連結会計年度と比べて増益となっ

たことにより未払法人税等が72,356千円増加したこと等によるものであります。

(純資産)

純資産合計は1,237,004千円となり、前連結会計年度末に比べ428,548千円増加しました。これは主に、当社普通

株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う新株発行により資本金が100,684千円増加、新株発行及び自己株式の

処分により資本剰余金が134,087千円増加、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加

159,216千円によるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度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603,705千円増加

し、1,241,406千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の資金収支は、税金等調整前当期純利益244,072千円、減価償却費41,402千円、

未払金の増加額175,832千円があった一方で、売上債権の増加額229,604千円、法人税等の支払額29,831千円等によ
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り297,648千円の収入(前連結会計年度は9,626千円の支出)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動の資金収支は、保険積立金の解約による収入70,726千円、敷金及び保証金の回

収による収入17,694千円等により、79,041千円の収入(前連結会計年度は6,596千円の収入)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動の資金収支は、株式の発行による収入201,369千円、自己株式の処分による収入

67,962千円等により227,014千円の収入(前連結会計年度は212,007千円の支出)となりました。

（４）今後の見通し

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンの普及が進むにつれ

て、平常化し緩やかに回復基調に向かうことが期待されますが、国内外の経済環境は不透明な状況が続くと予想さ

れます。

一方で当社グループの主要な市場である新生活領域に関しては、依然として個人消費者の生活インフラに関する

需要は高く、また法人顧客においても電気、インターネット等のインフラを始めとするサービスの需要が高い状態

が継続しております。

2022年11月期の連結業績の見通しは連結売上高8,580百万円(前期比3.2％増)、連結営業利益334百万円(前期比

54.4％増)、連結経常利益332百万円(前期比33.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益207百万円(前期比30.0％

増)を予想しております。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済への影響が長期化・深刻化した場合には、当社グループ

の業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を数値化することは困難であるため、業績予想に

は織り込んでおりません。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用して

おります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 667,702 1,271,408

売掛金 863,850 1,093,454

商品 6,352 10,202

貯蔵品 10,309 7,964

その他 116,710 76,757

貸倒引当金 △4,917 △5,943

流動資産合計 1,660,008 2,453,843

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 103,241 88,575

その他 37,034 39,072

減価償却累計額 △46,159 △52,559

有形固定資産合計 94,116 75,089

無形固定資産

のれん 51,726 34,083

顧客関連資産 138,290 118,999

その他 13,833 8,769

無形固定資産合計 203,850 161,852

投資その他の資産

敷金及び保証金 100,898 83,203

繰延税金資産 36,171 17,170

その他 47,359 2,834

貸倒引当金 △5,379 △6,874

投資その他の資産合計 179,049 96,334

固定資産合計 477,016 333,276

資産合計 2,137,024 2,787,120

　



株式会社ラストワンマイル(9252) 2021年11月期 決算短信

4

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 140,000 125,000

１年内返済予定の長期借入金 155,940 136,566

未払金 521,348 697,181

未払費用 120,269 118,962

未払法人税等 12,822 85,179

未払消費税等 44,580 59,304

資産除去債務 4,085 3,162

販売促進引当金 8,451 7,993

解約調整引当金 28,733 70,245

その他 40,536 37,357

流動負債合計 1,076,766 1,340,952

固定負債

長期借入金 181,203 177,077

繰延税金負債 31,637 2,648

資産除去債務 24,990 19,403

その他 13,971 10,034

固定負債合計 251,801 209,162

負債合計 1,328,568 1,550,115

純資産の部

株主資本

資本金 238,000 338,684

資本剰余金 179,380 313,467

利益剰余金 425,635 584,852

自己株式 △34,560 －

株主資本合計 808,456 1,237,004

純資産合計 808,456 1,237,004

負債純資産合計 2,137,024 2,787,120
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

売上高 7,220,406 8,318,439

売上原価 2,822,495 3,084,284

売上総利益 4,397,910 5,234,154

販売費及び一般管理費 4,340,325 5,017,336

営業利益 57,584 216,818

営業外収益

受取利息 51 10

助成金収入 4,134 4,292

保険解約返戻金 6,800 30,530

その他 1,190 2,550

営業外収益合計 12,177 37,382

営業外費用

支払利息 5,859 4,707

営業外費用合計 5,859 4,707

経常利益 63,902 249,494

特別利益

固定資産売却益 586 －

特別利益合計 586 －

特別損失

投資有価証券評価損 0 449

固定資産除売却損 3,974 4,971

特別損失合計 3,974 5,421

税金等調整前当期純利益 60,514 244,072

法人税、住民税及び事業税 38,871 99,007

法人税等調整額 2,232 △14,152

法人税等合計 41,104 84,855

当期純利益 19,410 159,216

親会社株主に帰属する当期純利益 19,410 159,216
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

当期純利益 19,410 159,216

包括利益 19,410 159,216

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 19,410 159,216

　



株式会社ラストワンマイル(9252) 2021年11月期 決算短信

7

（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年12月１日 至 2020年11月30日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

当期首残高 238,000 179,380 406,225 △34,560 789,046 789,046

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
19,410 19,410 19,410

当期変動額合計 － － 19,410 － 19,410 19,410

当期末残高 238,000 179,380 425,635 △34,560 808,456 808,456

　当連結会計年度(自 2020年12月１日 至 2021年11月30日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

当期首残高 238,000 179,380 425,635 △34,560 808,456 808,456

当期変動額

新株の発行 100,684 100,684 201,369 201,369

自己株式の処分 33,402 34,560 67,962 67,962

親会社株主に帰属する

当期純利益
159,216 159,216 159,216

当期変動額合計 100,684 134,087 159,216 34,560 428,548 428,548

当期末残高 338,684 313,467 584,852 － 1,237,004 1,237,004
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 60,514 244,072

減価償却費 42,013 41,402

のれん償却額 19,474 22,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,784 2,521

受取利息及び受取配当金 △51 △10

支払利息 5,859 4,707

売上債権の増減額（△は増加） △138,557 △229,604

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,176 △1,429

販売促進引当金の増減額（△は減少） 746 △457

解約調整引当金の増減額（△は減少） △10,008 41,511

投資有価証券評価損益（△は益） 0 449

固定資産除売却損 3,974 4,971

前払費用の増減額（△は増加） 19,133 △1,699

未払金の増減額（△は減少） 88,605 175,832

未払費用の増減額（△は減少） 4,820 △1,320

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,060 14,723

その他 36,252 △8,694

小計 151,108 309,856

利息及び配当金の受取額 11 52

利息の支払額 △5,815 △4,710

法人税等の支払額 △154,930 △29,831

法人税等の還付額 0 22,281

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,626 297,648

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 △14,573 △3,278

有形固定資産の売却による収入 1,731 －

無形固定資産の取得による支出 △4,412 △370

資産除去債務の履行による支出 － △5,730

定期預金の預入による支出 △30,001 △30,002

定期預金の払戻による収入 20,000 30,001

敷金及び保証金の差入による支出 △2,993 －

敷金及び保証金の回収による収入 11,184 17,694

保険積立金の解約による収入 15,924 70,726

その他 9,737 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,596 79,041
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

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） △55,004 △15,000

長期借入れによる収入 100,000 140,000

長期借入金の返済による支出 △254,831 △163,500

株式の発行による収入 － 201,369

自己株式の処分による収入 － 67,962

その他 △2,172 △3,817

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,007 227,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,037 603,705

現金及び現金同等物の期首残高 852,738 637,700

現金及び現金同等物の期末残高 637,700 1,241,406
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（５）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)

当社グループの事業セグメントは、ラストワンマイル事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記

載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)

１株当たり純資産額 315.65円 452.71円

１株当たり当期純利益金額 7.58円 62.06円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

－ 58.03円

(注)１.前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社

株式は非上場であるため期中平均株価が算定できませんので、記載しておりません。

２.当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、2021年11月24日に東京証券取引所マザ

ーズに上場したため、新規上場日から当連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定して

おります。

３.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 19,410 159,216

　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
　当期純利益(千円)

19,410 159,216

　普通株式の期中平均株式数(株) 2,561,218 2,565,439

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

　普通株式増加数(株) － 178,426

　(うち新株予約権(株)) － 178,426

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権７種類(新株予
約権の数2,663個)。

－

(重要な後発事象)

当社は、2021年12月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を次のとおり決議いたしました。

１.自己株式の取得を行う理由

当社は、将来のM&A戦略(M&Aや資本業務提携等)の実施に備えて、一定の自己株式の取得を行うことといたしま
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した。

２.取得に係る事項の内容

(１)取得対象株式の種類 当社普通株式

(２)取得しうる株式の総数 60,000株(上限)

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.20％)

(３)株式の取得価額の総額 102百万円(上限)

(４)取得期間 2022年１月４日～2022年11月30日(約定日ベース)

(５)取得方法 市場買付

(ご参考)2021年12月30日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く) 2,732,418株

自己株式数 0株

　


