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（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 1,737 － 30 － 61 － 40 －

2022年３月期第１四半期 － － － － － － － －

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

2023年３月期第１四半期 2.80 －

2022年３月期第１四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 7,408 3,460 46.7

2022年３月期 7,570 3,449 45.6

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 3,460百万円 2022年３月期 3,449百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 2.00 2.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 0.00 － 2.00 2.00

（％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 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） 3,499 0.0 △43 － 3 △92.3 △11 － △0.78

通期 7,430 0.1 154 3.4 252 2.4 146 3.5 10.13

１．2023年３月期第１四半期の業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（注）当社は、2022年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示し
ております。そのため、2022年３月期第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しており
ません。

（２）財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2023年３月期の業績予想（2022年４月１日～2023年３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） 2023年３月期１Ｑ 14,451,000株 2022年３月期 14,451,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 211株 2022年３月期 211株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 14,450,789株 2022年３月期１Ｑ 14,450,789株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（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）

※  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

１.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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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。

２.当社は、当社の連結子会社であったCFC U.S.A.,INC.が前事業年度に清算手続きを開始したことにより、重要性が

乏しくなったため連結の範囲から除外し、当第１四半期累計期間より非連結決算へ移行しております。
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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

　当第１四半期累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス

感染症の影響が徐々に和らいでいくなかで、一時は経済活動再開の期待感が高まったものの、感染再拡大懸念に加

え、原油価格高騰や半導体の供給不足による影響もあり、依然として不透明な状況が続いております。

　このような環境の中、当社では、お客様と店舗スタッフの安全を第一に考え、新型コロナウイルス感染症拡大の

予防措置を講じながら、新規顧客の獲得と更なる顧客サービスの向上に努めてまいりました。

　当第１四半期累計期間におきましては、高齢化社会のニーズに対応するために、福祉車輌の取り扱いを開始しま

した。福祉車輌アドバイザーの資格を有する専門スタッフが、介助されるお客様の状況に合わせた福祉車輌の適正

判断やアドバイスを行う体制を整備しました。

　また、業務スーパーにおきましては、千葉県いすみ市へ４店舗目となる「業務スーパーいすみ大原店（７月７日

オープン）」の出店に伴い、株式会社神戸物産とフランチャイズ契約を締結しました。

　引き続き異業種との店舗複合化を推進することで、新たな客層の来店促進や、土地の有効活用による収益基盤の

強化を図ってまいります。

　以上の結果、当社の当第１四半期累計期間における売上高は1,737百万円、営業利益は30百万円、経常利益は61

百万円、四半期純利益は40百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期会計期間末の総資産は7,408百万円と、前事業年度末比162百万円(2.1％)の減少となりました。負

債は3,947百万円となり前事業年度末比174百万円（4.2％）の減少、純資産は3,460百万円で、前事業年度末比11百

万円（0.3％）の増加となりました。この結果、自己資本比率は、前事業年度末比1.1ポイント増の46.7％となりま

した。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、2022年５月13日の「2022年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2022年３月31日）

当第１四半期会計期間
（2022年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 764,185 688,503

売掛金 302,259 221,848

商品及び製品 403,420 473,144

その他 361,214 325,887

貸倒引当金 △1,389 △1,207

流動資産合計 1,829,689 1,708,177

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,012,766 2,008,578

土地 2,512,186 2,512,186

その他（純額） 334,603 299,704

有形固定資産合計 4,859,555 4,820,468

無形固定資産 36,940 34,057

投資その他の資産

敷金及び保証金 805,283 806,783

その他 41,570 40,844

貸倒引当金 △2,374 △2,217

投資その他の資産合計 844,479 845,410

固定資産合計 5,740,975 5,699,936

資産合計 7,570,665 7,408,113

負債の部

流動負債

買掛金 226,785 215,146

短期借入金 400,000 400,000

１年内返済予定の長期借入金 251,000 251,000

未払法人税等 89,311 12,795

その他 631,731 604,118

流動負債合計 1,598,828 1,483,060

固定負債

長期借入金 1,584,000 1,534,000

長期預り保証金 530,744 512,065

資産除去債務 379,509 384,217

その他 28,485 34,181

固定負債合計 2,522,739 2,464,463

負債合計 4,121,567 3,947,524

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 2,505,877 2,505,877

利益剰余金 843,376 854,867

自己株式 △155 △155

株主資本合計 3,449,098 3,460,588

純資産合計 3,449,098 3,460,588

負債純資産合計 7,570,665 7,408,113

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

売上高 1,737,376

売上原価 1,129,963

売上総利益 607,413

販売費及び一般管理費 576,592

営業利益 30,820

営業外収益

受取手数料 22,522

廃棄物リサイクル収入 5,236

その他 10,073

営業外収益合計 37,831

営業外費用

支払利息 6,615

その他 661

営業外費用合計 7,277

経常利益 61,375

特別損失

固定資産除却損 49

特別損失合計 49

税引前四半期純利益 61,326

法人税、住民税及び事業税 12,799

法人税等調整額 8,134

法人税等合計 20,934

四半期純利益 40,392

（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）
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（３）四半期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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自2022年４月１日　至2022年６月30日）

　当社は店舗ごとを基礎とした「自動車用品販売等事業」の単一セグメントであるため記載を省略しておりま

す。
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