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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第２四半期の業績（2021年２月21日～2021年８月20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２月期第２四半期 40,060 2.3 4,984 △18.1 5,140 △17.4 3,466 △17.7

2021年２月期第２四半期 39,143 15.0 6,084 60.3 6,223 59.1 4,211 60.8
　

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２月期第２四半期 132.87 ―

2021年２月期第２四半期 161.49 ―

　

　
（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２月期第２四半期 46,224 35,191 76.1

2021年２月期 45,287 32,496 71.8

(参考) 自己資本 2022年２月期第２四半期35,191 百万円 2021年２月期32,496 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２月期 ― 0.00 ― 28.00 28.00

2022年２月期 ― 0.00

2022年２月期(予想) ― 28.00 28.00

(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２月期の業績予想（2021年２月21日～2022年２月20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 70,000 0.8 5,450 △20.6 5,500 △24.9 3,500 △25.8 134.21

(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）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２月期２Ｑ 26,240,800株 2021年２月期 26,240,800株

② 期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 126,456株 2021年２月期 161,976株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 26,091,776株 2021年２月期２Ｑ 26,078,860株

(注) 当社は、2014年６月19日より「役員報酬BIP信託」を導入しております。

期末自己株式数には、当該信託が所有する当社株式(2022年２月期２Ｑ 126,070株、2021年２月期 161,590株)を

含めております。また、当該信託が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております(2022年２月期２Ｑ 148,638株、2021年２月期２Ｑ 161,590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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により予想数値と異なる場合があります。

なお、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については、四半期決算短信（添付

資料）３ページ「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。
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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２四半期累計期間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による度重なる緊急事態宣言の発出

に伴い、一定の経済活動抑制を余儀なくされましたが、対象区域・業種を絞っての実施であったため、経済活動の落ち

込みはこれまでよりも限定的なものとなりました。一方で、ワクチン接種は進んでいるものの、感染力の強い変異株の

流行により新規感染者数が急増しており、感染症の終息見通しが不透明な状況で推移しました。

このような状況のもと、自転車は日常生活における人との接触、いわゆる「密」を避けるための移動手段として、通

勤・通学を中心に活用機会が増えたことや、運動不足の解消を目的とした健康志向の高まりから利用が増加するなど、

改めてその必要性が認識されるところとなり、需要は平年と比較して高い水準で推移しました。一方で、スポーツサイ

クルの分野では世界的な需要増加に対し、パーツメーカーの供給不足や生産停止により、需給が逼迫しました。

当社におきましては、コロナ禍における自転車の需要増加は当事業年度に入っても一定程度継続すると見込み、商材

の確保に注力し、「ネットで注文、お店で受取り」サービスを中心に電動アシスト自転車などの付加価値の高い商材の

需要を取り込むことが出来ました。スポーツサイクルでは、供給不足の顕在化により人気の高い商材の確保が困難とな

りました。その結果、売上高は概ね計画通りに推移いたしました。

出店戦略については、５月29日（土）に新しいコンセプトのスポーツバイクストアとして「THE BASE 南大沢店」を東

京都八王子市に出店しました。これまで当社では取り扱いのなかったブランドやハイエンドモデルのロードバイクを取

り揃えるとともに、店内外にはサイクリストの交流の場としてコミュニティスペースを確保しました。また、週末には

様々なイベントを開催し、より多くの方が気軽にスポーツサイクルを楽しんでいただける「自転車基地」をコンセプト

としました。

出退店につきましては、関東地域に５店舗、近畿地域に３店舗、中国地域に１店舗を出店し、関東地域で店舗統合に

より１店舗減少しました。この結果、当会計期間末の店舗数は、直営店480店舗、FC店19店舗のあわせて499店舗となり

ました。

これらの結果、当第２四半期における売上高は40,060,835千円（前年同四半期比2.3%増）となりました。また、営業

利益は4,984,207千円（前年同四半期比18.1%減）、経常利益は5,140,731千円（前年同四半期比17.4%減）、四半期純利

益は3,466,782千円（前年同四半期比17.7%減）となりました。

なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

(資産)

当第２四半期会計期間末の総資産の残高は、前事業年度末と比較して937,432千円増加し、46,224,721千円となりまし

た。

流動資産は、前事業年度末と比較して500,218千円増加し、25,166,043千円となりました。これは主に、現金及び預金

の増加1,591,843千円、売掛金の減少515,244千円、商品の減少274,802千円等によるものであります。

固定資産は、前事業年度末と比較して437,214千円増加し、21,058,678千円となりました。これは主に、建物の増加

227,379千円、土地の増加73,269千円等によるものであります。

(負債)

当第２四半期会計期間末の負債の残高は、前事業年度末と比較して1,757,037千円減少し、11,033,524千円となりまし

た。

流動負債は、前事業年度末と比較して1,700,828千円減少し、9,982,560千円となりました。これは主に、買掛金の減

少891,440千円、未払金の減少430,975千円、未払消費税等の減少341,145千円等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末と比較して56,209千円減少し、1,050,963千円となりました。これは主に、株式報酬引当金

の減少37,000千円、資産除去債務の増加22,895千円、長期未払金の減少42,582千円等によるものであります。

(純資産)

当第２四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末と比較して2,694,470千円増加し、35,191,197千円となりま

した。これは主に、当第２四半期純利益による増加3,466,782千円、剰余金の配当による減少734,731千円等によるもの

であります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して1,465,930千

円増加し、9,163,780千円(前年同四半期比12.5%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況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)

　 営業活動の結果得られた資金は3,440,922千円(前年同四半期比60.2%減)となりました。主な増加要因は、税引前四半

期純利益5,133,164千円、減価償却費635,047千円、売上債権の減少額515,244千円等によるものであります。また、主

な減少要因は、仕入債務の減少額891,440千円、未払消費税等の減少額341,145千円、法人税等の支払額1,837,641千円

等によるものであります。

(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1,241,603千円(前年同四半期比148.1%増)となりました。これは主に、新規出店に係

る有形固定資産の取得による支出1,100,309千円、差入保証金の差入による支出124,612千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は733,388千円(前年同四半期比22.8%増)となりました。これは、配当金の支払額

733,388千円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

2022年２月期の業績予想については、2021年４月５日付「2021年２月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」にて発表

いたしました通期の予想数値に変更はございません。
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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２月20日)

当第２四半期会計期間
(2021年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,589,310 9,181,153

売掛金 3,170,301 2,655,056

商品 11,910,317 11,635,515

未着商品 730,947 861,047

貯蔵品 75,234 140,924

その他 1,190,673 693,306

貸倒引当金 △960 △960

流動資産合計 24,665,824 25,166,043

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,183,825 8,411,204

土地 3,089,742 3,163,012

その他（純額） 1,008,720 1,124,273

有形固定資産合計 12,282,288 12,698,490

無形固定資産 471,018 446,735

投資その他の資産

差入保証金 5,105,842 5,112,627

建設協力金 1,078,175 1,017,796

その他 1,689,864 1,788,273

貸倒引当金 △5,725 △5,245

投資その他の資産合計 7,868,157 7,913,452

固定資産合計 20,621,464 21,058,678

資産合計 45,287,289 46,224,721
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年２月20日)

当第２四半期会計期間
(2021年８月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,351,718 3,460,278

未払法人税等 2,023,685 1,861,778

賞与引当金 878,451 939,489

株主優待引当金 152,730 81,756

商品保証引当金 66,786 66,321

その他 4,210,017 3,572,937

流動負債合計 11,683,388 9,982,560

固定負債

株式報酬引当金 148,000 111,000

商品保証引当金 19,801 20,607

資産除去債務 608,213 631,108

その他 331,158 288,247

固定負債合計 1,107,173 1,050,963

負債合計 12,790,562 11,033,524

純資産の部

株主資本

資本金 2,061,356 2,061,356

資本剰余金 2,165,171 2,165,171

利益剰余金 28,367,001 31,099,052

自己株式 △230,764 △180,112

株主資本合計 32,362,765 35,145,467

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 133,961 45,729

評価・換算差額等合計 133,961 45,729

純資産合計 32,496,726 35,191,197

負債純資産合計 45,287,289 46,224,721
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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)
前第２四半期累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

売上高 39,143,931 40,060,835

売上原価 19,232,319 20,034,919

売上総利益 19,911,611 20,025,915

販売費及び一般管理費 13,827,335 15,041,707

営業利益 6,084,275 4,984,207

営業外収益

受取利息 24,598 23,278

受取家賃 54,018 57,289

受取補償金 74,057 73,299

その他 37,299 57,690

営業外収益合計 189,973 211,557

営業外費用

支払利息 210 ―

不動産賃貸原価 44,618 45,035

その他 6,100 9,998

営業外費用合計 50,929 55,033

経常利益 6,223,319 5,140,731

特別損失

固定資産除売却損 2,044 6,162

減損損失 26,663 1,404

特別損失合計 28,707 7,566

税引前四半期純利益 6,194,612 5,133,164

法人税、住民税及び事業税 2,114,000 1,673,000

法人税等調整額 △130,899 △6,618

法人税等合計 1,983,100 1,666,381

四半期純利益 4,211,511 3,466,782
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20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 6,194,612 5,133,164

減価償却費 605,208 635,047

減損損失 26,663 1,404

長期前払費用償却額 8,226 7,746

建設協力金の家賃相殺額 163,424 165,147

貸倒引当金の増減額（△は減少） △480 △480

賞与引当金の増減額（△は減少） 88,800 61,037

株主優待引当金の増減額（△は減少） △53,080 △70,974

商品保証引当金の増減額（△は減少） 13,397 341

株式報酬引当金の増減額（△は減少） 12,000 13,651

受取利息及び受取配当金 △24,598 △23,278

支払利息 210 ―

受取補償金 △74,057 △73,299

固定資産除売却損益（△は益） 2,044 6,162

売上債権の増減額（△は増加） △970,546 515,244

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,142,570 79,012

未収入金の増減額（△は増加） △15,717 118,980

仕入債務の増減額（△は減少） △66,757 △891,440

未払消費税等の増減額（△は減少） 860,877 △341,145

未払金の増減額（△は減少） △40,296 △285,974

未払費用の増減額（△は減少） 297,093 209,037

その他 190,321 △73,569

小計 9,359,919 5,185,817

利息及び配当金の受取額 50 35

利息の支払額 △219 ―

補償金の受取額 53,194 92,710

法人税等の支払額 △770,978 △1,837,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,641,965 3,440,922
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(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

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 △369,151 △1,100,309

無形固定資産の取得による支出 △75,368 △54,538

貸付けによる支出 △1,070 △700

貸付金の回収による収入 1,316 950

長期前払費用の取得による支出 △4,062 △13,815

差入保証金の差入による支出 △59,070 △124,612

差入保証金の回収による収入 7,053 51,421

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,352 △1,241,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △125,000 ―

配当金の支払額 △472,360 △733,388

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,360 △733,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,544,253 1,465,930

現金及び現金同等物の期首残高 2,933,400 7,697,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,477,653 9,163,780
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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。

（セグメント情報等）

　 当社の事業は、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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３．補足情報

（１）仕入実績

当第２四半期累計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当第２四半期累計期間

(自 2021年２月21日

至 2021年８月20日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 16,671,620 115.2

パーツ・アクセサリー 2,801,968 117.7

その他 348,058 92.3

合計 19,821,647 115.1

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）販売実績

当第２四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当第２四半期累計期間

(自 2021年２月21日

至 2021年８月20日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 29,331,435 102.8

パーツ・アクセサリー 6,558,602 102.3

ロイヤリティ 84,027 98.8

その他 4,086,769 99.4

合計 40,060,835 102.3

　 (注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２．総販売実績に対する販売割合で10％以上の相手先はありません。

　


