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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23期

第２四半期
累計期間

第22期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (千円) 2,182,022 4,008,308

経常利益 (千円) 123,999 171,655

四半期（当期）純利益 (千円) 96,312 133,542

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 113,250 113,250

発行済株式総数 (株) 2,070,000 2,070,000

純資産額 (千円) 384,736 288,424

総資産額 (千円) 1,106,262 855,533

１株当たり四半期（当期）純利益金
額

(円) 46.53 64.51

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 34.8 33.7

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 149,913 123,423

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △9,029 △5,411

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 79,315 △90,610

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) 565,043 344,844

回次
第23期

第２四半期
会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 38.01

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．当社は、2020年２月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。第22期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。

５．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、潜在株式は存在するものの、当社株
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式は非上場であり、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。

６．当社は、第22期第２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第22期第２四半

期累計期間に係る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 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）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。

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、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前

第２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っ

ておりません。

(1)経営成績の状況

当第２四半期累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動の停滞や個

人消費の低迷等により、景気及び先行きについて極めて不透明な状況が続いております。

このような厳しい経済環境下ではありますが、キッチン・トイレ・洗面室・浴室まわりという日常生活に欠か

せない住宅設備機器の交換という需要は堅調であり、加えて、インターネット上で住宅設備機器の交換サービス

を展開している当社では、交換工事以外のサービスを非接触・非対面（インターネット及び電話）で行っており、

顧客の感染不安を抑えることができるため、オンラインサービス市場の拡大とともに、当第２四半期累計期間に

おける工事件数は1.6万件となりました。なお、オンラインサービス市場の需要は、今後より一層加速することが

予想されることから、当社の事業機会のさらなる増加にも繋がることを見込んでおります。

また、当社が運営するWebサイト「交換できるくん」は、これまでに培ってきたWebマーケティングのノウハウ

や実績をもとに、検索エンジンへのインターネット広告（リスティング広告）の出稿とWebサイトを検索エンジン

上位に表示させるための検索エンジン最適化（SEO）に取組み、新規顧客の獲得を着実に進めております。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,182,022千円、営業利益は115,035千円、経常利益は123,999千

円、四半期純利益は96,312千円となりました。

なお、当社は住宅設備機器のeコマース事業の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。
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(2)財政状態の分析

　(資産)

当第２四半期会計期間末における流動資産は977,637千円となり、前事業年度末に比べ236,255千円の増加と

なりました。これは主に、営業活動に関わる収入により現金及び預金が220,198千円、売掛金が8,748千円それ

ぞれ増加したことによるものであります。また、認知度向上のためのプロモーション費用により前払費用が

19,109千円増加した一方で、商品が14,567千円減少したことによるものであります。

固定資産は128,624千円となり、前事業年度末に比べ14,472千円の増加となりました。これは主にサーバOS更

改に伴う設備投資として無形固定資産が10,936千円増加したことと、大阪商品センター移転に伴う敷金により

投資その他の資産が5,324千円増加した一方で、有形固定資産が1,788千円減少したことによるものでありま

す。

この結果、総資産は1,106,262千円となり、前事業年度末に比べ250,728千円増加いたしました。

　(負債)

当第２四半期会計期間末における流動負債は591,216千円となり、前事業年度末に比べ85,137千円の増加とな

りました。これは主に、商品仕入れが増加したことに伴い買掛金が67,067千円増加したことに加えて、１年内

返済予定の長期借入金が15,036千円、未払金が16,121千円、賞与引当金が9,504千円それぞれ増加した一方で、

未払法人税等が14,829千円、未払消費税等が12,714千円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は130,309千円となり、前事業年度末に比べ69,279千円増加いたしました。これは新型コロナウイル

ス感染症の先行き不透明な影響に備えるための手元運転資金の確保に向けて資金調達を実施したことにより、

長期借入金が69,279千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は721,525千円となり、前事業年度末に比べ154,416千円増加いたしました。

　(純資産)

当第２四半期会計期間末における純資産合計は384,736千円となり、前事業年度末に比べ96,312千円の増加と

なりました。これは四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が96,312千円増加したことによるものであ

ります。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

220,198千円増加し、565,043千円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・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、増加した資金は、149,913千円となりました。これは主に、業績拡大により税引前四半期純

利益を123,999千円計上したこと及び仕入債務の増加額が67,067千円となった一方で、認知度向上のためのプロ

モーション費用により前払費用の増加額が19,053千円となったこと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、減少した資金は、9,029千円となりました。これは主に、大阪商品センター移転に伴う敷金

の差入による支出5,940千円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、増加した資金は、79,315千円となりました。これは主に、新型コロナウイルス感染症の先

行き不透明な影響に備えるための手元運転資金の確保に向けて資金調達を実施したことに伴う長期借入による

収入120,000千円によるものであります。
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(4)経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(6)研究開発活動

　該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、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 8,280,000

計 8,280,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年11月19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 2,070,000 2,070,000 非上場

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元
株式数は100株であります。

計 2,070,000 2,070,000 ― ―

(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。
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(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)

2020年９月30日 ― 2,070,000 ― 113,250 ― 33,250

(5) 【大株主の状況】

　 2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(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
(％)

株式会社CRESCUNT
東京都港区港南二丁目５番３号
オリックス品川ビル４F

1,000,000 48.31

栗原 将 神奈川県横浜市青葉区 615,000 29.71

栗原 剛 神奈川県横浜市都筑区 255,000 12.32

NVCC８号投資事業有限責任組合 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 100,000 4.83

株式会社ベクトル 東京都港区赤坂四丁目15番１号 30,000 1.45

ジャパンベストレスキューシステ
ム株式会社

愛知県名古屋市中区錦一丁目10番20号 30,000 1.45

JBRあんしん保証株式会社
東京都千代田区大手町二丁目１番１号 大手
町野村ビル７F

30,000 1.45

リンナイ株式会社 愛知県名古屋市中川区福住町２番26号 10,000 0.48

計 ― 2,070,000 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
2,070,000

20,700

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式であり、単元株式数は100株
であります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 2,070,000 ― ―

総株主の議決権 ― 20,700 ―

② 【自己株式等】

　 該当事項はありません。

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 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第211条第６項の規定に基づき、第２四半期会計期間

(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年

同四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 344,844 565,043

売掛金 186,058 194,806

商品 179,324 164,756

仕掛品 625 2,002

前払費用 23,181 42,290

その他 7,349 8,738

流動資産合計 741,381 977,637

固定資産

有形固定資産

建物 26,016 26,016

減価償却累計額 △11,083 △12,211

　 建物（純額） 14,933 13,805

機械及び装置 306 306

減価償却累計額 △257 △269

　 機械及び装置（純額） 48 36

工具、器具及び備品 10,879 11,144

　 減価償却累計額 △6,222 △7,134

工具、器具及び備品（純額） 4,657 4,009

有形固定資産合計 19,639 17,851

無形固定資産

ソフトウエア 22,067 33,003

　 無形固定資産合計 22,067 33,003

投資その他の資産

投資有価証券 19,833 19,714

出資金 510 510

　 長期前払費用 337 108

敷金 40,516 45,713

　 繰延税金資産 11,247 11,247

　 その他 ― 475

投資その他の資産合計 72,445 77,769

固定資産合計 114,151 128,624

資産合計 855,533 1,106,262
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 270,010 337,078

1年内償還予定の社債 10,000 5,000

1年内返済予定の長期借入金 48,560 63,596

　 未払金 8,635 24,757

未払費用 55,479 61,088

　 未払法人税等 45,727 30,897

　 未払消費税等 35,544 22,830

　 賞与引当金 22,870 32,374

その他 9,250 13,593

流動負債合計 506,079 591,216

固定負債

長期借入金 61,030 130,309

固定負債合計 61,030 130,309

負債合計 567,109 721,525

純資産の部

株主資本

資本金 113,250 113,250

資本剰余金 33,250 33,250

利益剰余金 141,924 238,236

株主資本合計 288,424 384,736

純資産合計 288,424 384,736

負債純資産合計 855,533 1,106,262
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 2,182,022

売上原価 1,643,177

売上総利益 538,845

販売費及び一般管理費

　 給料及び手当 135,143

　 広告宣伝費 88,362

　 システム関連費 20,770

　 地代家賃 27,532

　 減価償却費 6,463

　 その他 145,536

　 販売費及び一般管理費合計 423,810

営業利益 115,035

営業外収益

受取利息 2

補助金収入 9,777

　 雑収入 278

営業外収益合計 10,058

営業外費用

支払利息 943

　 社債利息 10

　 投資事業組合運用損 118

　 雑損失 23

営業外費用合計 1,094

経常利益 123,999

税引前四半期純利益 123,999

　法人税等 27,687

四半期純利益 96,312
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30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 123,999

　減価償却費 6,761

　賞与引当金の増減額（△は減少） 9,504

　受取利息及び受取配当金 △2

　支払利息 943

　売上債権の増減額（△は増加） △8,748

　たな卸資産の増減額（△は増加） 14,128

　仕入債務の増減額（△は減少） 67,067

　未払消費税等の増減額（△は減少） △12,714

　前払費用の増減額（△は増加） △19,053

　未払費用の増減額（△は減少） △7,685

　その他 16,033

　小計 190,234

　利息及び配当金の受取額 1

　利息の支払額 △1,009

　法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △39,312

　営業活動によるキャッシュ・フロー 149,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,614

　敷金の差入による支出 △5,940

　その他 △475

　投資活動によるキャッシュ・フロー △9,029

財務活動によるキャッシ・フロー

　長期借入による収入 120,000

　長期借入金の返済による支出 △35,685

　社債の償還による支出 △5,000

　財務活動によるキャッシュ・フロー 79,315

現金及び現金同等物に係る為替換算差額 ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 220,198

現金及び現金同等物の期首残高 344,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 565,043
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　 (税金費用の計算)

税金費用の計算については、当第２四半期会計期間を含む事業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しております。た

だし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り

当社では、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時において入手可能な情報

に基づき、新型コロナウイルス感染症に伴う経済への影響が2021年３月期末まで続くとの仮定のもと、会計上

の見積りを行っております。

なお、前事業年度末時点の仮定から重要な変更はありません。

(四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

現金及び預金 565,043千円

現金及び現金同等物 565,043千円

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　 当社は住宅設備機器のeコマース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。

(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、以下のとおりであります。

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日

　 至 2020年９月30日）

1株当たり四半期純利益金額 46.53円

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(千円) 96,312

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 96,312

普通株式の期中平均株式数(株) 2,070,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

（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、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
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(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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