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(百万円未満切捨て)

１．2022年１月期第２四半期の業績（2021年２月１日～2021年７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１月期第２四半期 5,796 － 582 － 587 － 399 －

2021年１月期第２四半期 － － － － － － － －
　

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

2022年１月期第２四半期 56.11 －

2021年１月期第２四半期 － －
　

四半期経営成績に関する注記
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　 ２ 2021年1月期は連結業績を開示しておりましたが、清算手続き中である連結子会社Lamon Bay FurnitureCorp.の重要性が乏しくなっ

たことから、連結の範囲より除外し、2022年1月期第１四半期会計期間より非連結決算に移行いたしました。そのため、2021年1月期第2四半

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

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年１月期第２四半期 4,380 2,611 59.6

2021年１月期 4,335 2,269 52.3

(参考) 自己資本 2022年１月期第２四半期 2,611百万円 2021年１月期 2,269百万円

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１月期 － 0.00 － 8.00 8.00

2022年１月期 － 0.00

2022年１月期(予想) － 8.00 8.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

３．2022年１月期の業績予想（2021年２月１日～2022年１月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 11,725 － 760 － 750 － 465 － 65.38
(注)１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　２ 非連結決算に移行したことに伴い、連結業績予想を取りやめております。清算手続き中である連結子会社Lamon
Bay FurnitureCorp.の業績は当初の業績予想に与える影響は軽微であります。そのため2022年１月期の業績予想を据
えおいております。

　　



※ 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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年１月期２Ｑ 7,112,400株 2021年１月期 7,112,400株

② 期末自己株式数 2022年１月期２Ｑ 535株 2021年１月期 535株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年１月期２Ｑ 7,111,865株 2021年１月期２Ｑ 7,111,909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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ
き算定しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。
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１．四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１月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,085,658 779,865

売掛金 645,262 905,986

商品 1,149,939 1,422,567

原材料及び貯蔵品 37,492 54,065

その他 115,948 87,145

流動資産合計 3,034,301 3,249,631

固定資産

有形固定資産 224,903 215,404

無形固定資産 152,252 120,934

投資その他の資産

関係会社長期貸付金 407,623 -

敷金及び保証金 531,132 522,886

繰延税金資産 360,464 239,059

その他 32,941 32,926

貸倒引当金 △407,623 -

投資その他の資産合計 924,538 794,872

固定資産合計 1,301,694 1,131,211

資産合計 4,335,995 4,380,842

負債の部

流動負債

買掛金 372,493 392,758

１年内返済予定の長期借入金 200,873 95,948

未払法人税等 140,822 90,608

前受金 450,794 444,558

賞与引当金 55,170 98,971

ポイント引当金 66,000 61,000

その他 702,824 532,179

流動負債合計 1,988,980 1,716,025

固定負債

長期借入金 34,683 8,348

退職給付引当金 27,037 29,924

資産除去債務 14,877 14,896

その他 1,159 219

固定負債合計 77,757 53,387

負債合計 2,066,737 1,769,412

純資産の部

株主資本

資本金 380,485 380,485

資本剰余金 360,485 360,485

利益剰余金 1,528,537 1,870,709

自己株式 △250 △250

株主資本合計 2,269,257 2,611,429

純資産合計 2,269,257 2,611,429

負債純資産合計 4,335,995 4,380,842
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年７月31日)

売上高 5,796,490

売上原価 2,172,899

売上総利益 3,623,590

販売費及び一般管理費 3,040,646

営業利益 582,944

営業外収益

受取利息 11

運送事故受取保険金 672

助成金収入 10,444

その他 239

営業外収益合計 11,367

営業外費用

支払利息 1,641

為替差損 5,481

営業外費用合計 7,122

経常利益 587,189

税引前四半期純利益 587,189

法人税、住民税及び事業税 66,717

法人税等調整額 121,405

法人税等合計 188,122

四半期純利益 399,066
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 587,189

減価償却費 74,340

賞与引当金の増減額(△は減少) 43,800

退職給付引当金の増減額(△は減少) 2,886

ポイント引当金の増減額(△は減少) △5,000

受取利息 △11

支払利息 1,641

助成金収入 △10,444

売上債権の増減額(△は増加) △260,724

たな卸資産の増減額(△は増加) △271,592

仕入債務の増減額（△は減少） 20,264

未払消費税等の増減額(△は減少) △144,849

その他 △17,941

小計 19,559

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △1,638

助成金の受取額 10,444

法人税等の支払額 △117,470

営業活動によるキャッシュ・フロー △89,095

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 △25,063

無形固定資産の取得による支出 △10,960

敷金及び保証金の回収による収入 10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △2,730

長期借入金の返済による支出 △131,260

配当金の支払額 △56,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △190,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △305,792

現金及び現金同等物の期首残高 1,085,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 779,865
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（４）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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前事業年度の通期決算短信（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について

重要な変更はありません。

　


