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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第56期

第２四半期
連結累計期間

第57期
第２四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 6,979,644 6,972,957 15,723,179

経常利益 (千円) 326,930 596,975 1,339,467

親会社株主に帰属する四半期(当期)
純利益

(千円) 221,054 443,575 922,132

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 277,849 706,896 1,126,815

純資産額 (千円) 12,284,081 13,628,320 13,062,506

総資産額 (千円) 17,916,196 19,421,158 19,416,110

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 31.34 62.88 130.72

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 68.6 70.2 67.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,441,526 △745,097 1,096,656

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △120,777 5,594 △273,800

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △316,547 △387,324 △272,533

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 7,351,346 8,798,721 9,823,179
 

 

回次
第56期

第２四半期
連結会計期間

第57期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 24.24 38.62
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「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）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症の断続的な拡大により社会・経済

活動が引き続き一定の制限を強いられる状況が継続しました。ワクチン接種が本格化し明るい兆しも見られる一方

で変異株による感染の拡大や第６波への懸念も依然として存在しており、経済活動の停滞は多方面で継続しており

ます。世界経済においても新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、変異株による感染の再拡大による経済の下

振れリスクの高まりにより先行きには不透明感があり、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況で推移しま

した。

　このような状況下にあって、当社グループは引き続き、新製品の市場導入強化、新技術・新発想による安全・安

心なモノづくり、新興国市場への積極的な展開による輸出の増加、新規チャネル・新規顧客の開拓、新ビジネスモ

デルへの取り組みなどに努めてまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高はアウトドア・レジャー・スポーツ関連事業は増収となりました

が車関連事業は減収となり6,972,957千円(前年同四半期比0.1％減)となりました。

　損益面につきましては、販売費及び一般管理費は増加したものの原価率が改善したため562,487千円の営業利益

(前年同四半期比59.6％増)となりました。また、営業外損益では売上割引および為替差損が減少したことなどによ

り経常利益は596,975千円(前年同四半期比82.6％増）となりました。前第２四半期連結累計期間に特別損失に計上

した固定資産除却損は減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益は443,575千円(前年同四半期比100.7％増)とな

りました。

なお、収益認識会計基準等の適用が財政状態及び経営成績に与える影響の詳細については、「第４　経理の状

況　１ 四半期連結財務諸表　注記事項（会計方針の変更等）及び（セグメント情報等）セグメント情報　３．報告

セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

 
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

①車関連事業

車関連事業につきましては、アウトドアブームにより運搬架台・タイヤ滑止部門、ＬＥＤバルブが堅調に推移

した電子・電気機器部門は増収となりましたが、ウイルス除去効果のある「Ｄr.ＤＥＯ」シリーズの除菌消臭剤

が属するケミカル類部門は需要が落ち着き、また車用品部門においてはチャイルドシートが減収となり、売上高

は6,440,236千円(前年同四半期比1.2％減)となりました。損益面につきましては、原価率の改善により、

1,015,051千円の営業利益(前年同四半期比22.6％増)となりました。

②アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業

アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業につきましては、主力のスノーボード関連製品が増収となり、売上

高は532,720千円(前年同四半期比15.2％増)となりました。損益面につきましては、原価率の改善により、営業利

益は49,815千円(前年同四半期比224.1％増)となりました。

 

　　財政状態は次のとおりであります。

　   （資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ56,908千円減少の16,140,976千円となりました。この主な要因は、棚卸

資産は757,919千円、受取手形及び売掛金は201,717千円増加しましたが、現金及び預金が1,162,289千円減少した

ことなどによるものであります。
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固定資産は、前連結会計年度末に比べ61,956千円増加の3,280,182千円となりました。この主な要因は、投資そ

の他の資産のその他が81,558千円減少しましたが、投資有価証券が98,456千円、有形固定資産が49,055千円増加

したことなどによるものであります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ5,048千円増加の19,421,158千円となりました。

 

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ485,047千円減少の3,222,535千円となりました。この主な要因は、支払

手形及び買掛金は123,630千円増加しましたが、未払法人税等が145,096千円、１年内償還予定の社債が120,000千

円、その他が140,381千円減少したことなどによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ75,718千円減少の2,570,302千円となりました。この主な要因は、社債が

125,000千円減少したことなどによるものであります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ560,765千円減少の5,792,838千円となりました。

　なお、有利子負債残高は245,000千円減少の1,295,000千円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ565,814千円増加の13,628,320千円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が302,493千円、為替換算調整勘定金が194,887千円増加したことなどによるものであります。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第２四半期連結累計期間末に比べ1,447,375千円

増加し、当第２四半期連結累計期間末には8,798,721千円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を

597,985千円計上し、売上債権の増加、棚卸資産の増加などがあり、745,097千円の現金及び現金同等物の減少(前

年同四半期は1,441,526千円の現金及び現金同等物の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等

がありましたが定期預金の払戻による収入があり、5,594千円の現金及び現金同等物の増加(前年同四半期は

120,777千円の現金及び現金同等物の減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出、配当金の

支払額等があり387,324千円の現金及び現金同等物の減少(前年同四半期は316,547千円の現金及び現金同等物の減

少)となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は820,740千円であります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,933,400

計 19,933,400
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,928,885 7,928,885
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は
100株であります。

計 7,928,885 7,928,885 ― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年９月30日 ― 7,928,885 ― 1,637,706 ― 2,422,246
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社エム・テイ興産 東京都新宿区西落合3-20-17 2,740 38.85

村田　志実江 東京都新宿区 614 8.71

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC
(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)

240 GREENWICH STREET,NEW YORK,
NEW YORK 10286,USA
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

502 7.12

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 325 4.62

村田　隆昭 東京都新宿区 234 3.33

カーメイト従業員持株会 東京都豊島区長崎5-33-11 188 2.68

INTERACTIV BROKERS LLC
(常任代理人インタラクティブ・ブ
ローカーズ証券株式会社)

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH.
CONNECTICUT 06830,USA
(東京都千代田区霞が関3-2-5)

143 2.04

徳田　博子 東京都練馬区 140 2.00

赤羽　斉子 東京都新宿区 127 1.81

松本　桂子 神奈川県川崎市 116 1.65

計 ― 5,134 72.78
 

(注)　当社は、自己株式を874千株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 874,700
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,050,400
 

70,504 ―

単元未満株式 普通株式 3,785
 

― 単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 7,928,885 ― ―

総株主の議決権 ― 70,504 ―
 

(注)　単元未満株式には、自己保有の単元未満株式が83株含まれております。
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② 【自己株式等】

  2021年９月30日現在

所有者の
氏名又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社カーメイト

東京都豊島区長崎5-33-11 874,700 ― 874,700 11.03

計 ― 874,700 ― 874,700 11.03

 

　
　
　
　
　
　

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,289,687 9,127,397

  受取手形及び売掛金 2,017,006 2,218,723

  製品 2,580,986 3,138,158

  仕掛品 564,105 643,483

  原材料及び貯蔵品 476,759 598,128

  その他 280,744 423,304

  貸倒引当金 △11,405 △8,219

  流動資産合計 16,197,884 16,140,976

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 235,428 233,008

   機械装置及び運搬具（純額） 103,169 106,476

   工具、器具及び備品（純額） 128,176 170,491

   土地 480,808 480,808

   使用権資産 3,239 2,059

   建設仮勘定 225 7,258

   有形固定資産合計 951,048 1,000,103

  無形固定資産 153,359 149,362

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,458,607 1,557,064

   その他 655,210 573,651

   投資その他の資産合計 2,113,818 2,130,715

  固定資産合計 3,218,225 3,280,182

 資産合計 19,416,110 19,421,158
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,682,513 1,806,144

  1年内償還予定の社債 530,000 410,000

  未払法人税等 268,045 122,948

  賞与引当金 291,610 227,000

  返品調整引当金 135,500 －

  製品保証引当金 9,340 6,250

  その他 790,573 650,192

  流動負債合計 3,707,583 3,222,535

 固定負債   

  社債 1,010,000 885,000

  退職給付に係る負債 833,998 856,037

  役員退職慰労引当金 637,134 653,430

  その他 164,887 175,834

  固定負債合計 2,646,020 2,570,302

 負債合計 6,353,604 5,792,838

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,637,706 1,637,706

  資本剰余金 2,422,246 2,422,246

  利益剰余金 8,943,758 9,246,251

  自己株式 △764,250 △764,250

  株主資本合計 12,239,459 12,541,952

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 719,103 787,537

  土地再評価差額金 △196,050 △196,050

  為替換算調整勘定 299,993 494,881

  その他の包括利益累計額合計 823,046 1,086,367

 純資産合計 13,062,506 13,628,320

負債純資産合計 19,416,110 19,421,158
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(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】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 ※2  6,979,644 ※2  6,972,957

売上原価 ※2  4,076,219 ※2  3,819,713

売上総利益 2,903,424 3,153,244

販売費及び一般管理費 ※1、※2  2,551,081 ※1、※2  2,590,756

営業利益 352,342 562,487

営業外収益   

 受取利息 14,177 8,236

 受取配当金 22,025 23,513

 為替差益 － 14,200

 その他 6,075 11,574

 営業外収益合計 42,278 57,525

営業外費用   

 支払利息 1,658 1,327

 売上割引 17,593 310

 為替差損 26,942 －

 支払手数料 20,854 21,397

 その他 642 1

 営業外費用合計 67,690 23,037

経常利益 326,930 596,975

特別利益   

 固定資産売却益 219 1,468

 特別利益合計 219 1,468

特別損失   

 固定資産除却損 27,803 458

 特別損失合計 27,803 458

税金等調整前四半期純利益 299,346 597,985

法人税、住民税及び事業税 21,589 90,411

法人税等調整額 56,703 63,998

法人税等合計 78,292 154,410

四半期純利益 221,054 443,575

親会社株主に帰属する四半期純利益 221,054 443,575
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 221,054 443,575

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 121,941 68,433

 為替換算調整勘定 △65,146 194,887

 その他の包括利益合計 56,795 263,321

四半期包括利益 277,849 706,896

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 277,849 706,896

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
 

EDINET提出書類

株式会社カーメイト(E02223)

四半期報告書

12/23



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９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 299,346 597,985

 減価償却費 155,174 114,375

 固定資産売却損益（△は益） △219 △1,468

 固定資産除却損 27,803 458

 為替差損益（△は益） △289 △2,014

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 95 △3,565

 賞与引当金の増減額（△は減少） △116,060 △64,610

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △16,400 △135,500

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,838 △3,090

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,470 22,038

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,423 16,296

 受取利息及び受取配当金 △36,203 △31,750

 支払利息 1,658 1,327

 売上債権の増減額（△は増加） △460,433 △162,606

 棚卸資産の増減額（△は増加） △415,091 △724,262

 仕入債務の増減額（△は減少） △455,078 104,949

 その他の資産・負債の増減額 △338,236 △271,791

 小計 △1,362,819 △543,227

 利息及び配当金の受取額 36,431 31,796

 利息の支払額 △1,735 △1,405

 法人税等の支払額 △113,403 △235,808

 法人税等の還付額 － 3,547

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,441,526 △745,097

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △1,124,806 △293,957

 定期預金の払戻による収入 1,136,792 459,738

 有形固定資産の取得による支出 △160,473 △154,943

 有形固定資産の売却による収入 219 5,330

 投資有価証券の取得による支出 △7,539 －

 貸付金の回収による収入 4,889 2,969

 その他 30,141 △13,542

 投資活動によるキャッシュ・フロー △120,777 5,594

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 社債の償還による支出 △230,000 △245,000

 自己株式の取得による支出 △51 －

 配当金の支払額 △84,622 △140,912

 リース債務の返済による支出 △1,873 △1,412

 財務活動によるキャッシュ・フロー △316,547 △387,324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,106 102,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,913,957 △1,024,457

現金及び現金同等物の期首残高 9,265,304 9,823,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,351,346 ※1  8,798,721
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【注記事項】

 

(会計方針の変更等)

 

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

（会計方針の変更）

 
「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１四半期連結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しております。これにより、返品権付きの販売

について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる製

品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該製品について受け取った又は受け取

る対価の額で返金負債を認識し、返金負債の決済時に回収する製品の原価相当額で返品資産を認識する方法に変更し

ております。また、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支

給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。さらに、従来は販

売費及び一般管理費に計上しておりました他社ポイント付与相当額、及び営業外費用に計上しておりました売上割引

については、売上高から減額する方法に変更しております。

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１四半期連結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１四半期連結

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。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどす

べての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の原材料及び貯蔵品が9,256千円、流動資産のその他が60,967千円、流動負

債のその他が198,825千円増加し、返品調整引当金が128,601千円減少しております。また、当第２四半期連結累計期

間の売上高は124,683千円減少し、売上原価は88,780千円、販売費及び一般管理費は15,237千円、売上割引は20,666千

円減少しております。これにより営業利益は20,666千円減少しております。なお、経常利益及び税金等調整前四半期

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への影響もありません。

なお、「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２四半期連結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」（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１四半期連結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しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。

 
 

 
 
 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

（税金費用の計算）

　一部の子会社において、当連結会計年度の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。
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(追加情報)

 (新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りへの影響）

当社グループが四半期連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りの仮定については、前連結会計年度

から重要な変更はないと認識しております。従いまして、棚卸資産の評価や固定資産の減損、繰延税金資産の回収

可能性などの会計上の見積り等に及ぼす影響も軽微であると認識しております。

 
 

(四半期連結損益計算書関係)

 

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

運送料 261,077千円 262,474千円

広告宣伝費 80,717 〃 52,622 〃

給料手当 642,254 〃 679,344 〃

賞与引当金繰入額 82,961 〃 101,522 〃

退職給付費用 19,620 〃 22,550 〃

役員退職慰労引当金繰入額 12,323 〃 16,296 〃

減価償却費 28,540 〃 27,800 〃

研究開発費 883,919 〃 815,401 〃
 

 

※２　当社グループの事業は、冬季製品（スキーキャリア・タイヤ滑止等）の占める割合が高いため、連結会計年度の

第３四半期の割合が高くなる傾向があり、また、冬季の降雪量の多寡により業績に影響を受けることがあります。

 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

現金及び預金 7,803,765千円 9,127,397千円

　　　計 7,803,765千円 9,127,397千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金残高

△452,418 〃 △328,675 〃

現金及び現金同等物 7,351,346千円 8,798,721千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 84,649 12 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年10月30日
取締役会

普通株式 70,541 10 2020年９月30日 2020年12月１日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 141,082 20 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月29日
取締役会

普通株式 105,811 15 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 

報告セグメント

合計

車関連事業
アウトドア・

レジャー・スポーツ
関連事業

売上高    

  外部顧客への売上高 6,517,225 462,418 6,979,644

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － －

計 6,517,225 462,418 6,979,644

セグメント利益 827,712 15,370 843,082
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

    (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 843,082

全社費用(注) △490,739

四半期連結損益計算書の営業利益 352,342
 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

   （単位：千円）

 

報告セグメント

合計

車関連事業
アウトドア・

レジャー・スポーツ
関連事業

売上高    

　一時点で移転される財 6,423,936 532,720 6,956,656

　一定の期間にわたり移転される
 財及びサービス

16,300 － 16,300

　顧客との契約から生じる収益 6,440,236 532,720 6,972,957

  外部顧客への売上高 6,440,236 532,720 6,972,957

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － －

計 6,440,236 532,720 6,972,957

セグメント利益 1,015,051 49,815 1,064,867
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

    (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,064,867

全社費用(注) △502,379

四半期連結損益計算書の営業利益 562,487
 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントの変更等に関する情報

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識

に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「車関連事業」の売上高は118,787千円、

セグメント利益は20,645千円減少し、「アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業」の売上高は5,895千円、セグ

メント利益は21千円減少しております。

 
４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 31.34円 62.88円

　(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額 221,054千円 443,575千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額

221,054千円 443,575千円

普通株式の期中平均株式数 7,054千株 7,054千株
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【その他】

第57期(2021年４月１日から2022年３月31日)中間配当については、2021年10月29日開催の取締役会において、2021

年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 105,811千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　2021年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年11月12日

株式会社カーメイト

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　 東京事務所
 

 

指定有限責任社員  
公認会計士 若　 　尾　 　慎　 　一  

業 務 執 行 社 員  
 

 

指定有限責任社員  
公認会計士 吉　 　田　 　貴　 　富  

業 務 執 行 社 員  
 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カーメ

イトの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カーメイト及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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