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1. 2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6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 ％

2021年12月期第2四半期 56,250 18.7 3,500 2.3 3,451 0.6 2,348 △0.9

2020年12月期第2四半期 47,406 △7.7 3,421 44.7 3,430 44.1 2,368 47.9

（注）包括利益 2021年12月期第2四半期　　2,332百万円 （△1.5％） 2020年12月期第2四半期　　2,368百万円 （48.4％）

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

2021年12月期第2四半期 366.15 ―

2020年12月期第2四半期 369.30 ―

(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12月期第2四半期 40,614 28,295 69.7 4,411.74

2020年12月期 46,371 26,661 57.5 4,157.04

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 28,295百万円 2020年12月期 26,661百万円

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

2020年12月期 ― 61.00 ― 109.00 170.00

2021年12月期 ― 68.00

2021年12月期（予想） ― 68.00 136.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31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 89,000 △10.0 4,500 △10.9 4,500 △15.9 2,900 △19.9 452.16

（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（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 ： 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

(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） 2021年12月期2Q 6,732,600 株 2020年12月期 6,732,600 株

② 期末自己株式数 2021年12月期2Q 318,997 株 2020年12月期 318,997 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 6,413,603 株 2020年12月期2Q 6,413,603 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

（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。

　当社は、以下の通りオンライン形式で決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）を開催いたします。説明会の資

料は、本日中に当社ウェブサイトに掲載する予定です。説明会のＱ＆Ａにつきましても、開催後速やかに当社ウェブ

サイトに掲載する予定です。

・2021年８月６日（金）・・・・・・オンライン決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）
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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 246 53 299

 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 40 9 49

合計 301 62 363

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２四半期連結累計期間(2021年１月１日～2021年６月30日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染

症に対するワクチンの接種が着実に進んではいるものの、感染力が強いデルタ株等の変異型コロナウイルスの感染

拡大が続く等、経済の先行きは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は、政府による携帯電話料金の値下げ要請に対し、

大手通信事業者各社は通信料金の値下げの実施やオンライン専用の料金プランを開始し、MVNO各社も通信料金の値

下げを実施又は発表する等、通信事業者間の価格競争が激化しております。

このような事業環境において、当社グループが運営するキャリアショップは、携帯電話の料金の見直しを検討さ

れるお客様の来店が増加し、携帯電話等の販売件数が前年同期と比較して増加しました。さらに４月以降本格的に

開始した電話帳等のデータ移行や保護フィルム貼り等を有償で行う「スマホ設定サポート」等、お客様のアフター

サポートに注力したこと等により、売上高及び売上総利益が前年同期と比較して増加しました。一方で販売費及び

一般管理費につきましては、来店客数の増加に伴う残業時間の増加や店舗数の増加等により、人件費及び地代家賃

を中心に前年同期と比較して増加しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高56,250百万円(前年同期比18.7％増)、営業利益

3,500百万円(同2.3％増)、経常利益3,451百万円(同0.6％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益2,348百万円

（同0.9％減）となりました。

 [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、2021年６月末時点で363店舗となりました。

（2021年６月末時点）

※2020年12月末時点に比べ、直営店は３店舗増加、フランチャイズは３店舗減少しております。

※2020年６月末時点に比べ、直営店は11店舗増加、フランチャイズは４店舗減少しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、40,614百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,757百万円減

少しました。これは主に、現金及び預金が3,229百万円、売掛金が2,728百万円減少したことによるものでありま

す。

（負債の部）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、12,319百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,390百万円減少

しました。これは主に、買掛金が2,575百万円、１年内返済予定の長期借入金が5,014百万円減少したことによるも

のであります。

（純資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、28,295百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,633百万円増

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2,348百万円、前連結会計

年度決算に係る期末配当の実施による利益剰余金の減少699百万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12.2ポイント上昇し、69.7％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

通期の連結業績予想数値に対する第２四半期連結累計期間の実績の進捗率は、売上高が63.2％、営業利益が

77.8％、経常利益が76.7％、親会社株主に帰属する当期純利益が81.0％となり、高い進捗率となっておりますが、

通期の連結業績予想につきましては、来店客数も上半期との比較では落ち着いてきており、また感染力が強いデル

タ株等の変異型ウイルスの感染拡大が続く等、下半期における不確定要因を考慮して据え置くことといたします。

今後、通期の業績予想の修正が必要と判断される場合には速やかに公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,042,949 18,813,150

売掛金 11,629,640 8,900,892

たな卸資産 6,249,777 6,354,816

その他 497,739 606,028

流動資産合計 40,420,106 34,674,888

固定資産

有形固定資産 1,993,251 2,025,616

無形固定資産

のれん 350,578 311,750

その他 122,090 106,455

無形固定資産合計 472,668 418,206

投資その他の資産

敷金 2,144,287 2,197,829

その他 1,341,538 1,375,935

貸倒引当金 - △77,773

投資その他の資産合計 3,485,826 3,495,991

固定資産合計 5,951,746 5,939,813

資産合計 46,371,852 40,614,702

負債の部

流動負債

買掛金 9,827,838 7,252,385

短期借入金 - 14,802

1年内返済予定の長期借入金 5,014,802 -

未払法人税等 1,272,253 1,268,439

賞与引当金 368,479 389,723

その他 2,496,811 2,591,663

流動負債合計 18,980,183 11,517,014

固定負債

退職給付に係る負債 7,258 7,134

資産除去債務 523,128 543,461

その他 199,679 251,935

固定負債合計 730,066 802,530

負債合計 19,710,250 12,319,545

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 24,189,217 25,838,456

自己株式 △611,515 △611,515

株主資本合計 26,598,513 28,247,753

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 63,088 47,403

その他の包括利益累計額合計 63,088 47,403

純資産合計 26,661,602 28,295,156

負債純資産合計 46,371,852 40,614,702

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２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 47,406,081 56,250,025

売上原価 35,039,620 42,270,402

売上総利益 12,366,460 13,979,622

販売費及び一般管理費

販売促進費 497,507 807,750

給料 3,332,962 3,763,468

雑給 72,933 75,956

賞与引当金繰入額 366,681 389,723

退職給付費用 135,310 141,025

地代家賃 1,314,794 1,448,216

その他 3,225,164 3,852,815

販売費及び一般管理費合計 8,945,353 10,478,956

営業利益 3,421,106 3,500,666

営業外収益

物品売却益 1,128 24,247

店舗出店等支援金収入 15,700 -

投資事業組合運用益 - 2,439

助成金収入 427 -

その他 3,494 5,039

営業外収益合計 20,751 31,726

営業外費用

支払利息 3,945 1,518

貸倒引当金繰入額 4,158 77,773

投資事業組合運用損 2,052 -

その他 939 1,705

営業外費用合計 11,094 80,996

経常利益 3,430,763 3,451,396

特別利益

固定資産売却益 20,010 23,160

受取保険金 24,996 3,149

災害見舞金 20,435 -

特別利益合計 65,442 26,310

特別損失

減損損失 - 5,748

投資有価証券評価損 - 9,999

店舗等撤退費用 7,083 12,499

特別損失合計 7,083 28,247

税金等調整前四半期純利益 3,489,122 3,449,458

法人税、住民税及び事業税 1,112,136 1,139,563

法人税等調整額 8,437 △38,426

法人税等合計 1,120,573 1,101,136

四半期純利益 2,368,549 2,348,322

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,368,549 2,348,322

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 2,368,549 2,348,322

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42 △15,685

その他の包括利益合計 42 △15,685

四半期包括利益 2,368,592 2,332,636

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,368,592 2,332,636

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,489,122 3,449,458

減価償却費 137,306 167,954

のれん償却額 81,722 66,627

減損損失 - 5,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,158 77,773

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,271 21,244

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △124

受取利息及び受取配当金 △270 △339

支払利息 3,945 1,518

受取保険金 △24,996 △3,149

災害見舞金 △20,435 -

投資事業組合運用損益（△は益） 2,052 △2,439

投資有価証券評価損益（△は益） - 9,999

売上債権の増減額（△は増加） 1,689,264 2,728,748

たな卸資産の増減額（△は増加） 670,641 △81,268

仕入債務の増減額（△は減少） △2,029,589 △2,575,452

未払金の増減額（△は減少） △282,552 129,670

未払消費税等の増減額（△は減少） △632,575 227,874

その他 △226,573 △80,633

小計 2,890,491 4,143,211

利息及び配当金の受取額 140 140

利息の支払額 △3,926 △942

保険金の受取額 26,617 3,149

災害見舞金の受取額 20,435 -

災害損失の支払額 △6,027 -

法人税等の支払額 △920,557 △1,150,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,007,173 2,995,424

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 △151,778 △227,454

無形固定資産の取得による支出 △32,255 △2,197

投資有価証券の取得による支出 - △100,000

事業譲受による支出 △129,593 △91,161

貸付けによる支出 △10,000 △5,000

貸付金の回収による収入 4,929 5,924

敷金の差入による支出 △156,216 △143,063

敷金の回収による収入 44,843 35,310

その他 41,317 1,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,753 △526,554

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） - 14,802

長期借入金の返済による支出 - △5,014,802

配当金の支払額 △518,912 △698,667

財務活動によるキャッシュ・フロー △518,912 △5,698,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,099,507 △3,229,798

現金及び現金同等物の期首残高 21,345,930 22,042,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,445,437 18,813,150

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。
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