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（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12月期第１四半期 29,360 △2.4 1,625 △31.6 1,645 △31.5 1,126 △31.7

2021年12月期第１四半期 30,097 2.2 2,374 △14.3 2,400 △13.6 1,647 △15.0

（注）包括利益 2022年12月期第１四半期 1,133百万円 (△30.9％） 2021年12月期第１四半期 1,640百万円 (△15.4％)

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12月期第１四半期 58.53 －

2021年12月期第１四半期 85.64 －

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

2022年12月期第１四半期 45,094 29,353 65.1 1,525.60

2021年12月期 43,366 28,771 66.3 1,495.33

（参考）自己資本 2022年12月期第１四半期 29,353百万円 2021年12月期 28,771百万円

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12月期 － 68.00 － 86.00 154.00

2022年12月期 －

2022年12月期（予想） 20.50 － 20.50 41.00

（％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） 53,000 △ 5.8 2,900 △ 17.2 2,900 △ 16.0 1,900 △ 19.1 98.75

通期 100,000 △ 6.8 4,000 △ 14.5 4,000 △ 13.9 2,600 △ 20.7 135.13

１．2022年12月期第１四半期の連結業績（2022年１月１日～2022年３月31日）

（注）１ 当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

２ 「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12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
となっております。

（２）連結財政状態

（注）当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

２．配当の状況

（注）１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２ 当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2021年12月期につ
いては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年12月期１Ｑ 20,197,800株 2021年12月期 20,197,800株

②  期末自己株式数 2022年12月期１Ｑ 956,991株 2021年12月期 956,991株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期１Ｑ 19,240,809株 2021年12月期１Ｑ 19,240,809株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：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：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        ：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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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仮定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、四半期決算短信（添付資料）２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

ご覧ください。
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直営店 フランチャイズ 計

ソフトバンクショップ 244 53 297

ドコモショップ 8 - 8

auショップ 7 - 7

ワイモバイルショップ 42 11 53

合計 301 64 365

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

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等の重点措置が３月

下旬に解除され、経済社会活動は正常化に向かいつつありますが、ロシアのウクライナ侵攻による世界経済の不安

定化もあり、依然として先行きの不透明な状況が続いております。

　当社グループの主な事業領域であります携帯電話等販売市場では、総務省の政策により2021年以降は通信事業者

間の価格競争が進み、お客様の多様なニーズに応えた様々な料金プランが登場しております。大手通信事業者各社

は、５Gネットワーク人口カバー率の向上を目指し、当初予定より基地局の整備を前倒しで実施する等の取組みを

進めております。

　このような事業環境において、当社運営キャリアショップではお客様のご利用状況に合わせた料金プランをご案

内するとともに、５G端末、光回線、電気、ガス、キャッシュレス決済、音楽コンテンツ配信サービス、有償によ

る電話帳等のデータ移行や保護フィルム貼り等、多様なサービスの提供に注力しました。また、店舗の運営効率を

向上させるため、店舗網のスクラップ&ビルドにより各商圏の統廃合を行う等の取り組みを進めました。売上高及

び売上総利益は、新料金プランの問い合わせで来店客数が増加した前年同期よりも携帯電話等販売件数が減少した

ことや、通信事業者から受け取る各種手数料が減少したことにより、前年同期と比較して減少しました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高29,360百万円（前年同期比2.4%減）、営業利益

1,625百万円（同31.6%減）、経常利益1,645百万円（同31.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,126百万

円（同31.7%減）となりました。なお、「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

の適用により、売上高は537百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純

利益に与える影響はありません。

［ご参考：キャリアショップ数］

　当社グループが運営するキャリアショップ数は、2022年３月末時点で365店舗となりました。

（2022年３月末時点）

※2021年12月末時点に比べ、直営店は２店舗減少しております。

※2021年３月末時点に比べ、直営店は２店舗増加、フランチャイズは３店舗増加しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、45,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,727百万円増

加しました。これは主に、現金及び預金が2,738百万円減少した一方で、売掛金が3,709百万円、棚卸資産が756百

万円増加したことによるものであります。

（負債の部）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、15,741百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,145百万円増加

しました。これは主に、買掛金が1,076百万円増加したことによるものであります。

（純資産の部）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、29,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ582百万円増加

しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加1,126百万円、前連結会計年

度の期末配当の実施による利益剰余金の減少551百万円によるものであります。

　また、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.2ポイント減少し、65.1％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

　本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の公表時点では、2022年２月９日付「2021年12月期 

決算短信〔日本基準〕（連結）」において発表した業績予想から変更はございません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,331,617 15,592,772

売掛金 11,126,450 14,835,585

棚卸資産 6,933,144 7,689,979

その他 609,231 552,861

流動資産合計 37,000,444 38,671,198

固定資産

有形固定資産 2,100,332 2,119,895

無形固定資産

のれん 436,410 396,925

その他 93,092 85,290

無形固定資産合計 529,503 482,215

投資その他の資産

敷金 2,232,339 2,213,243

その他 1,602,928 1,716,373

貸倒引当金 △98,721 △108,130

投資その他の資産合計 3,736,546 3,821,485

固定資産合計 6,366,382 6,423,597

資産合計 43,366,826 45,094,795

負債の部

流動負債

買掛金 9,934,422 11,011,307

短期借入金 14,802 －

未払法人税等 715,148 705,523

賞与引当金 378,967 736,324

その他 2,763,608 2,657,423

流動負債合計 13,806,948 15,110,578

固定負債

退職給付に係る負債 7,099 7,099

資産除去債務 560,340 557,464

その他 221,139 65,934

固定負債合計 788,578 630,497

負債合計 14,595,527 15,741,076

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,322 1,148,322

資本剰余金 1,872,489 1,872,489

利益剰余金 26,331,424 26,906,037

自己株式 △611,515 △611,515

株主資本合計 28,740,720 29,315,333

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30,578 38,385

その他の包括利益累計額合計 30,578 38,385

純資産合計 28,771,299 29,353,719

負債純資産合計 43,366,826 45,094,795

２．四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
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 30,097,168 29,360,922

売上原価 22,659,670 22,819,671

売上総利益 7,437,498 6,541,250

販売費及び一般管理費 5,062,599 4,915,968

営業利益 2,374,898 1,625,282

営業外収益

物品売却益 23,005 7,579

店舗出店等支援金収入 － 13,358

投資事業組合運用益 2,439 4,571

助成金収入 － 1,495

その他 2,622 2,694

営業外収益合計 28,067 29,699

営業外費用

支払利息 1,449 23

貸倒引当金繰入額 － 9,408

その他 647 393

営業外費用合計 2,096 9,825

経常利益 2,400,869 1,645,156

特別利益

固定資産売却益 9,296 17,238

特別利益合計 9,296 17,238

特別損失

減損損失 2,912 4,758

店舗等撤退費用 359 1,690

特別損失合計 3,271 6,449

税金等調整前四半期純利益 2,406,894 1,655,945

法人税、住民税及び事業税 875,454 645,428

法人税等調整額 △116,251 △115,665

法人税等合計 759,202 529,763

四半期純利益 1,647,691 1,126,182

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,647,691 1,126,182

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

四半期純利益 1,647,691 1,126,182

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,627 7,806

その他の包括利益合計 △7,627 7,806

四半期包括利益 1,640,063 1,133,989

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,640,063 1,133,989

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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。

（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。

　これによる主な変更点は、携帯電話等端末販売時に係る顧客へのサービス等の還元を、取引価格を算定する上で

の実質的な値引と判断したため、売上高から減額する方法に変更しております。

　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、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首

残高に与える影響はありません。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は537百万円減少し、売上原価は27百万円減少し、販売費及び一

般管理費は509百万円減少しましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありま

せん。
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