
　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。第24

期（2021年11月期、以下24期）第2四半期決算の概況につ

いてご報告申し上げます。

 当第2四半期累計期間の業績概況について
　当社は、ビジョンとして掲げる「バイクライフの生涯パート

ナー」の実現に向けて、従来のバイク買取専門店としての「バ

イクを売るならバイク王」から、バイクに係る全てのサービス

を総合的に提供する「バイクのことならバイク王」と言われる

ブランドへ進化を目指しております。そして、一人ひとりのお

客様満足度のさらなる充実とともに長期にわたって多くのお

客様に支持していただける企業になること、さらに、お客様と

ともにより豊かなバイクライフを創り上げていく企業となる

ことを実現したいと考えております。
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代表取締役社長執行役員

売上高、経常利益、四半期純利益のいずれも、
過去最高を更新いたしました。

「バイクのことならバイク王」として
より一層お客様満足度を高める

ベースとなる戦略

販売力強化 仕入力強化

支援する施策

2021年4月17・18日につくば絶版車館（茨城県つくばみらい市）で開催した「親子で楽しめるバイク試乗会」の様子

24期
方針

社員の成長の応援
安定的な収益構造の確立
お客様の視点に立ったサービスを重視

● リテール台数の増加 
（ハード面）

● リテール台数の増加 
（ソフト面）

●自社整備体制の充実

●車輌における量の確保
●車輌における質の向上

●MDサイクルの運用
●人事制度の拡充と人材育成の強化
●新たな業務統合システムの運用
●周辺ビジネスの拡大

〜従来から進めてきた複合店のさらなる強化〜

施策

戦略

方針

サポートでさらに底上げ

強化で
底上げ

お客様満足度の向上

株主の皆様へ

第24期 上半期
株主通信

2020年12月1日〜2021年5月31日

株式会社バイク王&カンパニー
証券コード：3377
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　当事業年度においては、従来から進めてきた複合店（買取

およびリテールを展開する店舗）における仕入力および販売

力の強化をさらに推進し、より一層お客様満足度を高めると

ともに、経営基盤の強化に努めてまいります。

　前述を踏まえ、当第２四半期累計期間における、バイクの

仕入は、効果的な広告展開、人員や体制の強化、仕入れキャ

ンペーン等の実施により、前期同様に高市場価値車輌を継

続して確保できました。

　バイク販売のリテールにおいては、マーチャンダイジング

施策として商品ラインアップの適正化、店舗の新規出店（２店

舗）、移転・増床（３店舗）、接客力向上、売り場改善による既存

店の販売力強化および通信販売の強化を推進いたしまし

た。また、第１四半期にオンシーズン（３月－８月）に向けて優

良な在庫を確保する取り組みが奏功し、堅調なリテール市場

の需要にも支えられ、業績は好調に推移いたしました。ホー

ルセールにおいても同様に、高市場価値車輌の確保を行っ

たことで、業績は好調に推移いたしました。

　なお、６月には店舗の移転・増床（１店舗）を実施しています。

　これらの取り組みによって、販売台数は、リテールでは前

年同期より増加しました。リテールへ商品を回したことで

ホールセールでは前年同期より減少して、全体としては前年

同期をやや下回る結果となりました。一方、車輌売上単価

（一台当たりの売上高）が前年同期より大幅に上昇したため、

売上高は増収となりました。加えて、平均粗利額（一台当たり

の粗利額）が前年同期より大幅に上昇したため、売上総利益

も増益となりました。

　営業利益以降の各段階利益につきましては、ホールセー

ル、リテールいずれも好調であったため前年同期から大幅な

増益となりました。

　また、通期業績予想につきましては、当第２四半期累計期

間までの業績に加えて、業績動向や今後の見通しを踏まえ

て、前回予想を下記のとおり修正しております。

24期決算ハイライト （百万円）

23期 上半期 24期 上半期 増減額 増減率

売上高 10,580 12,869 2,289 21.6％

営業利益 150 853 702 468.5％

経常利益 206 939 732 354.8％

四半期純利益 115 621 505 436.1％

 配当について
　当社は配当を株主還元における重要施策と考えており、

安定的な配当を行うことを念頭に置きつつ、業績等を勘案し

たうえで配当金額を決定しております。

　この方針に則り、通期業績予想も踏まえ、配当につきまし

ては、期初予想どおり、中間5.5円を確定するとともに、期末

5.5円の年間11円を予定し、前期実績から年間3.5円増配予

想としております。

　最後になりますが、今後においても持続的な成長と安定し

た収益構造の構築を目指してまいります。引き続きご支援ご

鞭撻のほど賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

24期 通期業績予想 （百万円）

前回発表 
予想（Ａ）

（2021年
3月30日）

今回修正 
予想（Ｂ）

（2021年
6月30日）

増減額
（Ｂ－Ａ） 増減率

売上高 23,500 24,700 1,200 5.1％

営業利益 1,000 1,490 490 49.0％

経常利益 1,160 1,650 490 42.2％

当期純利益 770 1,090 320 41.6％

1株当たり当期純利益（円） 55.14 78.05 — —

投資単位(100株)当たり配当金額
（単位：円）

23期 24期

750

■期末配当
■中間配当

500

250

配当性向 17.6％ 14.1％

1,100
（予想）

550
（予想）

550
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　3月26日、当社の寝屋川物流センターは、自動車整備の成績
が優良で、業界への貢献が顕著である認証工場として「令和2
年度 自動車整備優良事業者表彰」の大阪運輸支局長表彰を授
与しました。
　同センターは2017年、
当社初となるリテール車
輌の整備に特化したセン
ターとして設立。関西エ
リアの整備体制をサポー
トしております。

【日本経済新聞】

【会社四季報オンライン】

2月3日 中古バイク、取引価格1割高 「密」回避で販売好調
 『通勤・通学の足に定着 アウトドア人気も追い⾵ 新車納車遅れも一因に』
 https://www.nikkei.com/article/

DGXZQODJ270VB0X20C21A1000000/

3月11日 バイク王＆カンパニー､業績快走を呼ぶ買取戦略の舞台裏
 『3密回避だけではない好調要因』
 https://shikiho.jp/news/0/415985

3月13日 往年のライダーが噴かす中古バイクの上昇相場
 https://www.nikkei.com/article/

DGXZQODJ012EX0R00C21A3000000/

岡山店　12月18日
在庫約130台

秦野店　3月19日
在庫約80台

平塚第2ショールーム　2月12日
在庫約80台

藤沢店　4月2日
在庫約120台

高松店　3月5日
在庫約60台

店舗の移転・リニューアル、新店オープンが進みました

整備力が評価 ！
寝屋川物流センターが
大阪運輸支局長表彰を受賞 ！

各社メディアが
中古バイク市場の活況ぶりに注目

4,545

△150△150

251251

6,034

356

5,769

548

5,999

104

5,578

7,290

688

第1四半期
23期

第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
24期

第2四半期

■売上高　●経常利益（損失）
（単位：百万円）

第1四半期（12月－2月）は、
バイクの仕入および販売
が好調に推移したため、 
課題であった赤字体質解消
を達成いたしました。

大阪東住吉店　6月18日
在庫約120台、認証工場設置予定

四半期毎の売上高／経常利益

移転
リニューアル

移転
リニューアル

第3四半期第2四半期第2四半期

第2四半期第1四半期第1四半期

移転
リニューアル

新規
オープン

新規
オープン

新規
オープン
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20,119
22,349

10,112 10,580

24,700
（予想）

12,869

22期 23期 24期

6,180

7,655
8,637

22期 23期 24期
（中間）

4,049
4,580

5,132

22期 23期 24期
（中間）

4

7.5

11
（予想）

2 2.5
2

5

5.5
（予想）

5.5

22期 23期 24期

859

206

1,650
（予想）

939

172
359

22期 23期 24期

205

594

66 115

1,090
（予想）

621

22期 23期 24期

売上高  ■■上半期　■通期　■通期予想
（単位：百万円）

総資産  ■通期　■上半期
（単位：百万円）

経常利益  ■■上半期　■通期　■通期予想
（単位：百万円）

純資産  ■通期　■上半期
（単位：百万円）

四半期（当期）純利益  ■■上半期　■通期　■通期予想
（単位：百万円）

1株当たり配当金  ■■中間　■期末　■期末予想
（単位：円）

詳細は以下よりご確認いただけます。
https://www.8190. 
co.jp/ir/stock/ 
dividend.html

　当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとと
もに、当社株式への投資の魅力を高め長期的な視点で
当社株式の保有をしていただくこと、また株主の皆様
とともにバイクの魅力を共有することを目的に株主優待を実施しております。

　4月23日より当社イメージキャラクターである、つるの剛士さん出演の買取キャ
ンペーンCM「ライダーミニ店長」篇を放映いたしました。

株主優待制度のお知らせ

決算ハイライト決算ハイライト

〒108-0022 
東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X（ループエックス）13階
TEL 03-6803-8855(土日祝祭日を除く) 時間 午前10時から午後5時まで
FAX 03-6803-8814

株主メモ

事 業 年 度 12月1日から翌年11月30日まで
定 時 株 主 総 会 事業年度末の翌日から3ヶ月以内
定時株主総会の基準日 11月30日
剰 余 金 の 配 当 基 準 日

・期末配当
・中間配当

11月30日
  5月31日

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
0120-232-711（フリーダイヤル）
受付時間：午前9時から午後5時まで（土日祝祭日を除く）
https://www.tr.mufg.jp/daikou
郵送先 〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公 告 方 法 電子公告により行う 
（当社コーポレートサイト：https://www.8190.co.jp/）
ただし、事故その他やむを得ない事情により電子公告に
よることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う

ウェブサイトのご案内

Bike Life Lab　supported by バイク王
https://www.8190.jp/bikelifelab/
全てのライダーにおくるバイク情報サイト。最新＆専門情報はもち
ろん、耳よりコラムやロード情報まで厳選ピックアップしています。

コーポレートサイト
https://www.8190.co.jp/
企業情報や事業内容、IR情報など、ステークホルダーの
皆様へ積極的に情報開示しています。

ブランドサイト
https://www.8190.jp/
バイクのことならバイク王へ。バイクを探したい時や売り
たい時など、まずはブランドサイトへアクセスください。

車輌購入時
パートナーズパック（定期点検等）料金割引

¥10,000
※パートナーズパックのみのご利用はできません。

有効
期間

※ 詳しい「ご注意事項」については
裏面をご覧ください。

2021年3月1日から
2022年2月28日まで

車輌購入時割引

¥10,000
※車輌1台につき、本券1枚がご利用いただけます。

株主様
ご優待券

126cc以上対象

新CM
公開

ご利用可能な店舗や
車輌は、こちらから
検索いただけます。

パートナーズパックの
詳細は、こちらから
ご確認いただけます。
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