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 （百万円未満切捨て） 
１．令和４年10月期の連結業績（令和３年11月１日～令和４年10月31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 ％ 

令和４年10月期 6,609 14.5 130 △67.8 121 △69.4 84 △67.8 

令和３年10月期 5,774 91.0 404 76.1 396 72.4 263 66.4 
 
（注）包括利益 令和４年10月期 86 百万円 （△67.8％）  令和３年10月期 268 百万円 （66.0％） 

 

 
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 ％ ％ ％ 

令和４年10月期 143.45 － 16.0 6.7 2.0 

令和３年10月期 439.29 － 66.5 28.7 7.0 
 
（注）令和３年10月期においては、潜在株式が存在しないため、令和４年10月期においては、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有し 

ていないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については記載しておりません。 

 
（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 

令和４年10月期 1,980 548 27.2 917.28 

令和３年10月期 1,647 536 31.7 871.26 
 
（参考）自己資本 令和４年10月期 539 百万円  令和３年10月期 522 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 

令和４年10月期 △388 △24 109 651 

令和３年10月期 341 △62 103 956 

 
 
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） 中間期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
令和３年10月期 0.00 0.00 0.00 － － － 

令和４年10月期 0.00 0.00 0.00 － － － 

令和５年10月期（予想） － － － － － － 
 
（注）令和５年10月期の配当予想については、現時点では未定であります。 

 

 

３．令和５年10月期の連結業績予想（令和４年11月１日～令和５年10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 9,759 47.6 300 130.7 300 148.3 201 137.4 342.53 

  



 

 

 

※  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）：有 

新規      －社  （社名）                  、除外      １社  （社名）株式会社カレントテックセンター 
（注）詳細は、決算短信（添付資料）10ページの「３．連結財務諸表及び主な注記 （５）連結財務諸表に関す 
   る注記事項（期中における重要な子会社の異動）」をご覧ください。 

 
（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 
（注）詳細は、決算短信（添付資料）10ページの「３．連結財務諸表及び主な注記 （５）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。 

 
（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） 令和４年10月期 600,000 株 令和３年10月期 600,000 株 

②  期末自己株式数 令和４年10月期 12,000 株 令和３年10月期 － 株 

③  期中平均株式数 令和４年10月期 591,288 株 令和３年10月期 600,000 株 
 
※  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 

（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、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、決算短信（添付資料）３

ページの「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧下さい。 
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのワクチン接種が進み、各種

政策の効果もあって経済活動の正常化が期待されますが、半導体をはじめとした部品・原材料の供給不足やウクラ

イナ情勢の深刻化等により、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

自動車業界においては、新車の安定的供給にはまだ時間を要する状況であり、自動車アフターマーケット領域で

は中古車の需要は引き続き堅調に推移していく見通しであるものの、より厳しくなる競争環境を踏まえ、当社は成

長のための体制を作るべく積極的な先行投資を行うとともに、収益の改善に取り組んでまいりました。 
これらの結果、当連結会計年度の売上高は6,609,828千円（前年同期比14.5％増）となり、営業利益130,273千円

（前年同期比67.8％減）、経常利益は121,067千円（前年同期比69.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は

84,822千円（前年同期比67.8％減）となりました。 

なお、当社グループは「車両及びその関連事業」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。 

 

（２）当期の財政状態の概況 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は1,850,662千円で、前連結会計年度末に比べ346,867千円増加しており

ます。現金及び預金の減少304,458千円、商品及び製品の増加534,804千円が主な変動要因であります。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は129,767千円で、前連結会計年度末に比べ13,930千円減少しておりま

す。繰延税金資産の減少16,242千円が主な変動要因であります。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は1,316,644千円で、前連結会計年度末に比べ363,155千円増加しており

ます。短期借入金の増加250,000千円、支払手形及び買掛金の増加160,178千円が主な変動要因であります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は115,734千円で、前連結会計年度末に比べ41,643千円減少しておりま

す。長期借入金の減少49,502千円、資産除去債務の増加8,714千円が主な変動要因であります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は548,051千円で、前連結会計年度末に比べ11,424千円増加しております。

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加84,822千円、非支配株主と

の取引に係る親会社の持分変動による利益剰余金の減少21,420千円、自己株式の取得による減少46,800千円が主な変

動要因であります。 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は651,740千円（前連結会計年度末比

304,458千円減少）となりました。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） 

営業活動の結果使用した資金は388,693千円（前年同期は341,734千円の獲得）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益の計上111,507千円、棚卸資産の増加額542,909千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は24,965千円（前年同期は62,857千円の使用）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出32,949千円、敷金保証金の回収による収入9,820千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は109,200千円（前年同期は103,380千円の獲得）となりました。これは主に、短期借

入れによる収入400,000千円、短期借入金の返済による支出150,000千円、長期借入金の返済による支出50,505千円、

自己株式の取得による支出46,800千円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出45,000千円によるも

のです。 
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（４）今後の見通し 

翌連結会計年度における我が国経済は、引き続き新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の深刻化、円安等によ

る影響が見込まれます。当社グループ事業の位置する自動車アフターマーケット領域も、先行き不透明な状況が続くも

のの、中古車に対する需要は堅調に推移すると思われます。このような中、当社グループは強みであるITを活用した施

策を強力に遂行し、主要サービスである車両卸売事業を中心としたさらなる市場開拓を進めることで、堅調に成長させ

ることを目標としております。 

令和５年10月期の業績予想は、売上高9,759百万円（前年同期比47.6％増）、営業利益300百万円（同130.7％増）、経

常利益300百万円（同148.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益201百万円（同137.4％増）を見込んでおります。 

 

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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成

する方針であります。 なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸事情を考慮の上、適切に対応していく方針であ

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 

（令和３年10月31日） 
当連結会計年度 

（令和４年10月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 956,199 651,740 

受取手形及び売掛金 105,753 － 

売掛金 － 151,425 

商品及び製品 398,341 933,146 

仕掛品 937 9,042 

その他 47,036 106,279 

貸倒引当金 △4,474 △971 

流動資産合計 1,503,795 1,850,662 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,400 36,136 

機械装置及び運搬具（純額） 17,538 11,293 

工具、器具及び備品（純額） 5,322 15,099 

有形固定資産合計 43,261 62,529 

無形固定資産   

のれん 5,429 － 

ソフトウエア 7,996 8,472 

無形固定資産合計 13,426 8,472 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,984 10,984 

繰延税金資産 20,965 4,722 

敷金及び差入保証金 45,050 35,251 

その他 10,010 7,807 

投資その他の資産合計 87,011 58,766 

固定資産合計 143,698 129,767 

資産合計 1,647,493 1,980,430 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（令和３年10月31日） 
当連結会計年度 

（令和４年10月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 114,738 274,917 

短期借入金 450,000 700,000 

１年内返済予定の長期借入金 46,620 45,617 

未払金 126,086 230,674 

未払費用 19,094 29,891 

未払法人税等 91,875 1,885 

未払消費税等 48,845 3,172 

前受金 28,916 15,140 

製品保証引当金 91 114 

賞与引当金 8,551 10,603 

役員賞与引当金 12,268 － 

その他 6,400 4,627 

流動負債合計 953,489 1,316,644 

固定負債   

長期借入金 143,250 93,748 

退職給付に係る負債 1,930 1,295 

資産除去債務 7,607 16,321 

繰延税金負債 220 － 

その他 4,370 4,370 

固定負債合計 157,377 115,734 

負債合計 1,110,866 1,432,379 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000 

利益剰余金 512,757 576,159 

自己株式 － △46,800 

株主資本合計 522,757 539,359 

新株予約権 － 1,505 

非支配株主持分 13,868 7,186 

純資産合計 536,626 548,051 

負債純資産合計 1,647,493 1,980,430 
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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 令和２年11月１日 
至 令和３年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 令和３年11月１日 
至 令和４年10月31日） 

売上高 5,774,724 6,609,828 

売上原価 4,443,809 5,170,504 

売上総利益 1,330,915 1,439,323 

販売費及び一般管理費 926,256 1,309,050 

営業利益 404,658 130,273 

営業外収益   

受取利息 10 10 

受取配当金 0 0 

固定資産売却益 912 － 

その他 948 826 

営業外収益合計 1,872 837 

営業外費用   

支払利息 8,114 9,349 

保証料償却費 471 432 

為替差損 288 201 

その他 1,496 59 

営業外費用合計 10,371 10,043 

経常利益 396,159 121,067 

特別利益   

受取補償金 － 10,000 

特別利益合計 － 10,000 

特別損失   

固定資産除却損 － 8,956 

本社移転費用 － 10,604 

特別損失合計 － 19,560 

税金等調整前当期純利益 396,159 111,507 

法人税、住民税及び事業税 123,046 8,765 

法人税等調整額 4,171 16,022 

法人税等合計 127,218 24,787 

当期純利益 268,941 86,719 

非支配株主に帰属する当期純利益 5,368 1,897 

親会社株主に帰属する当期純利益 263,572 84,822 
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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 令和２年11月１日 
至 令和３年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 令和３年11月１日 
至 令和４年10月31日） 

当期純利益 268,941 86,719 

包括利益 268,941 86,719 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 263,572 84,822 

非支配株主に係る包括利益 5,368 1,897 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 令和２年11月１日 至 令和３年10月31日） 

（単位：千円） 
 

 
株主資本 

新株予約権 
非支配 
株主持分 

純資産 
合計 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 10,000 260,332 － 270,332 － 12,352 282,685 

当期変動額        

親会社株主に帰属する当期
純利益 

 263,572  263,572   263,572 

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 

 △11,147  △11,147  △3,852 △15,000 

自己株式の取得       － 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

     5,368 5,368 

当期変動額合計 － 252,425 － 252,425 － 1,516 253,941 

当期末残高 10,000 512,757 － 522,757 － 13,868 536,626 

 

当連結会計年度（自 令和３年11月１日 至 令和４年10月31日） 

（単位：千円） 
 

 
株主資本 

新株予約権 
非支配 
株主持分 

純資産 
合計 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 10,000 512,757 － 522,757 － 13,868 536,626 

当期変動額        

親会社株主に帰属する当期
純利益 

 84,822  84,822   84,822 

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 

 △21,420  △21,420  △8,579 △30,000 

自己株式の取得   △46,800 △46,800   △46,800 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

    1,505 1,897 3,402 

当期変動額合計 － 63,401 △46,800 16,601 1,505 △6,682 11,424 

当期末残高 10,000 576,159 △46,800 539,359 1,505 7,186 548,051 
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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 令和２年11月１日 
至 令和３年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 令和３年11月１日 
至 令和４年10月31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 396,159 111,507 

減価償却費 7,672 16,127 

のれん償却額 5,612 5,429 

固定資産除却損 － 8,956 

固定資産売却益 △912 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,068 △3,503 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,821 2,052 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 560 △635 

受取利息及び受取配当金 △11 △10 

支払利息 8,114 9,349 

受取補償金 － △10,000 

売上債権の増減額（△は増加） △32,747 △45,671 

棚卸資産の増減額（△は増加） △55,923 △542,909 

仕入債務の増減額（△は減少） 30,133 160,178 

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,620 △45,673 

その他 24,101 57,137 

小計 424,269 △277,665 

利息及び配当金の受取額 11 0 

利息の支払額 △8,114 △9,349 

補償金の受取額 － 10,000 

法人税等の支払額 △74,431 △111,679 

営業活動によるキャッシュ・フロー 341,734 △388,693 

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 △32,556 △32,949 

有形固定資産の売却による収入 912 121 

無形固定資産の取得による支出 － △4,150 

長期貸付金の回収による収入 2,768 － 

敷金保証金の差入による支出 △30,061 △11 

敷金保証金の回収による収入 52 9,820 

その他 △3,972 2,203 

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,857 △24,965 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 420,000 400,000 

短期借入金の返済による支出 △270,000 △150,000 

長期借入金の返済による支出 △46,620 △50,505 

自己株式の取得による支出 － △46,800 

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 － △45,000 

新株予約権の発行による収入 － 1,505 

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,380 109,200 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 382,257 △304,458 

現金及び現金同等物の期首残高 573,942 956,199 

現金及び現金同等物の期末残高 956,199 651,740 
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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。 

 

（期中における重要な子会社の異動） 

当連結会計年度において、当社の連結子会社であった株式会社カレントテックセンターは、当社を存続会社とする

吸収合併により消滅したため、同社を連結の範囲から除外しております。 

 

（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

当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービ

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。なお、「収益認識に関する会計基準の

適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品および製品の販売において、出荷時から当該商品および製

品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。 

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、当連結会計年度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、当連結会計年度の期首の

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。 

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」に含めて表示することといたしました。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、前連結会計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。 

 

（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

を当連結会計年度の期首から適用し、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しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

（セグメント情報） 

当社グループは、「車両及びその関連事業」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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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 令和２年11月１日 

  至 令和３年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 令和３年11月１日 

  至 令和４年10月31日） 

 

１株当たり純資産額 871円26銭 

１株当たり当期純利益 439円29銭 

  

 

１株当たり純資産額   917円28銭 

１株当たり当期純利益   143円45銭 

  

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前連結会計年度は潜在株式が存在しないため、当連結

会計年度は潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有していないため、記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りです。 

項目 
前連結会計年度 

（令和３年10月31日） 

当連結会計年度 

（令和４年10月31日） 

純資産の部の合計額 （千円） 536,626 548,051 

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） 13,868 8,692 

（うち非支配株主持分） （千円） (13,868) (7,186) 

（うち新株予約権） （千円） － (1,505) 

普通株式に係る期末の純資産額 （千円） 522,757 539,359 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数 
（株） 600,000 588,000 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。 

項目 

前連結会計年度 

（自 令和２年11月１日 

至 令和３年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 令和３年11月１日 

 至 令和４年10月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 263,572 84,822 

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） 263,572 84,822 

普通株式の期中平均株式数 （株） 600,000 591,288 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 


