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1. 2022年10月期第1四半期の業績（2021年11月1日～2022年1月31日）

(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 ％

2022年10月期第1四半期 14,522 ― 2,495 ― 2,567 ― 1,753 ―

2021年10月期第1四半期 13,635 19.3 2,110 23.7 2,187 23.8 1,500 24.7

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10月期第1四半期 85.68 85.50

2021年10月期第1四半期 73.43 73.27

(注) 「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1四半期会計期間の期首から適用しており、

　　　2022年10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、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 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

2022年10月期第1四半期 29,120 21,722 74.5 1,058.97

2021年10月期 29,366 20,428 69.4 995.81

（参考）自己資本 2022年10月期第1四半期 21,685百万円 2021年10月期 20,384百万円

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10月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50

2022年10月期 ―

2022年10月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 期末配当金の内訳　　2021年10月期　　普通配当　20円00銭　　特別配当　２円50銭

2022年10月期　　普通配当　20円00銭

3. 2022年10月期の業績予想（2021年11月 1日～2022年10月31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 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) 23,475 ― 2,837 ― 3,153 ― 2,175 ― 106.36

通期 40,000 ― 4,000 ― 4,350 ― 3,000 ― 146.56

（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) 「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1四半期会計期間の期首から適用しており、

　　　業績予想の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。



※ 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 ： 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

(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） 2022年10月期1Q 20,970,000 株 2021年10月期 20,970,000 株

② 期末自己株式数 2022年10月期1Q 491,766 株 2021年10月期 500,166 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年10月期1Q 20,469,925 株 2021年10月期1Q 20,432,734 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

※ 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
２ページ「経営成績等の概況」をご覧ください。
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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

当第１四半期累計期間（2021年11月１日～2022年１月31日）における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染

症の長期化に加え、新たな変異株による感染急拡大で、社会経済活動が大きく制限されております。また、世界的

な半導体不足、資源価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻など、かつてない先行き不透明な状況が続いており

ます。

このような状況のもと、当社におきましては、全国的な多雪によるスタッドレスタイヤの需要増加に対し、前期

に行った、受注から出荷までの効率化を目的とした一連のシステム改修が功を奏し、当第１四半期会計期間の冬季

繁忙期を好調な業績で終えることができました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は14,522百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益は2,495百万円（前

年同期比18.2％増）、経常利益は2,567百万円（前年同期比17.4％増）、四半期純利益は1,753百万円（前年同期比

16.9％増）となりました。

品種別売上高の状況は、タイヤ・ホイールは12,673百万円（前年同期比5.6％増）、用品は831百万円（前年同期

比15.5％増）、作業料は1,017百万円（前年同期比11.1％増）となりました。また、販路別売上高の状況は、店舗売

上高は9,117百万円（前年同期比4.0％増）、本部売上高は5,405百万円（前年同期比11.1％増）となっております。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期会計期間末における資産は29,120百万円（前事業年度末比245百万円の減少）となりました。主な変

動要因は、現金及び預金3,691百万円の増加、売掛金1,454百万円の減少、商品1,612百万円の減少、未収入金855百

万円の減少、有形固定資産251百万円の減少及び投資その他の資産193百万円の増加などによるものであります。

また、負債は7,398百万円（前事業年度末比1,538百万円の減少）となりました。主な変動要因は、買掛金1,956百

万円の減少、前受金57百万円の減少、前受収益195百万円の増加及びその他流動負債1,648百万円の増加などによる

ものであります。

なお、純資産は21,722百万円（前事業年度末比1,293百万円の増加）となりました。主な変動要因は、利益剰余金

1,293百万円の増加などによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の業績見通しにつきましては、当第１四半期会計期間において、将来予測について合理的に把握することが

困難なため、現段階においては、2021年12月15日に公表しました「2021年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」

の業績予想を据え置くことといたしました。なお、業績見通し等は、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。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年10月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,396,522 6,088,369

売掛金 3,236,165 1,781,692

商品 6,618,721 5,006,391

前払費用 622,434 681,187

未収入金 1,714,880 859,688

その他 86,391 71,608

貸倒引当金 △16,452 △16,452

流動資産合計 14,658,664 14,472,485

固定資産

有形固定資産

建物 7,832,489 7,832,489

減価償却累計額 △2,054,157 △2,129,223

建物（純額） 5,778,332 5,703,265

土地 3,055,115 3,055,115

その他 8,802,548 8,800,984

減価償却累計額 △4,574,297 △4,749,149

その他（純額） 4,228,250 4,051,834

有形固定資産合計 13,061,698 12,810,216

無形固定資産 257,021 255,769

投資その他の資産 1,388,724 1,582,344

固定資産合計 14,707,444 14,648,329

資産合計 29,366,108 29,120,815
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年10月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,157,978 2,201,623

未払法人税等 904,176 874,670

賞与引当金 73,040 25,550

前受金 617,858 560,013

前受収益 868,709 1,064,034

その他 1,290,007 1,648,358

流動負債合計 7,911,770 6,374,250

固定負債

退職給付引当金 272,203 287,292

資産除去債務 234,532 235,199

その他 518,800 501,916

固定負債合計 1,025,536 1,024,408

負債合計 8,937,307 7,398,658

純資産の部

株主資本

資本金 1,236,515 1,236,515

資本剰余金 1,330,884 1,338,808

利益剰余金 17,846,715 19,140,062

自己株式 △30,034 △29,530

株主資本合計 20,384,080 21,685,855

新株予約権 44,720 36,300

純資産合計 20,428,801 21,722,156

負債純資産合計 29,366,108 29,120,815
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年11月１日
　至 2022年１月31日)

売上高 13,635,785 14,522,476

売上原価 9,085,216 9,519,640

売上総利益 4,550,569 5,002,835

販売費及び一般管理費 2,439,589 2,507,067

営業利益 2,110,979 2,495,768

営業外収益

受取利息 914 826

不動産賃貸料 8,460 6,120

為替差益 - 2,358

受取保険金 59,823 51,008

その他 15,906 14,515

営業外収益合計 85,104 74,830

営業外費用

支払利息 3,674 828

不動産賃貸費用 4,294 1,807

その他 1,090 -

営業外費用合計 9,059 2,635

経常利益 2,187,025 2,567,962

税引前四半期純利益 2,187,025 2,567,962

法人税等 686,725 814,044

四半期純利益 1,500,299 1,753,918
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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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の算出方法

税金費用については、当事業年度の予想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する方法を採用しております。なお、法人税等

調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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。)

等を第１四半期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いたしました。これにより、従来は、

売上時に付与した他社ポイントについて、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、顧客から受

け取る額から取引先へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法へ変更しております。

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、第１四半期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、第１四半

期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。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高が122,489千円減少、販売費及び一般管理費は122,489千円減少し

ておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。また、利益剰余金の当期

首残高についても影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。さらに、「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。)等を第１四半期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。これによる当第１四半期会計期間に係

る四半期財務諸表への影響はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（修正再表示）

該当事項はありません。
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３．その他

販売の状況

（品種別売上高）

品種

前第１四半期累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年１月31日)

売上実績(千円) 構成比(％) 売上実績(千円) 構成比(％)

タイヤ・ホイール 11,999,311 88.0 12,673,359 87.3

用品 720,580 5.3 831,978 5.7

作業料 915,894 6.7 1,017,138 7.0

合計 13,635,785 100.0 14,522,476 100.0

（販路別売上高）

形態

前第１四半期累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年１月31日)

売上実績(千円) 構成比(％) 売上実績(千円) 構成比(％)

店舗売上 8,769,666 64.3 9,117,237 62.8

本部売上 4,866,119 35.7 5,405,238 37.2

合計 13,635,785 100.0 14,522,476 100.0
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