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(百万円未満切捨て)

１．2021年10月期第３四半期の連結業績（2020年11月１日～2021年７月31日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年10月期第３四半期 14,076 △1.6 18 3,664.7 133 △7.2 54 △14.3
2020年10月期第３四半期 14,301 △14.1 0 △99.9 144 △70.4 63 △80.9

(注) 包括利益 2021年10月期第３四半期 △295百万円( ―％) 2020年10月期第３四半期 △879百万円( ―％)

　

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

2021年10月期第３四半期 2.19 ―

2020年10月期第３四半期 2.52 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年10月期第３四半期 27,603 10,169 36.8
2020年10月期 24,299 10,607 43.7

(参考) 自己資本 2021年10月期第３四半期 10,169百万円 2020年10月期 10,607百万円
　

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

2020年10月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
2021年10月期 ― 3.00 ―
2021年10月期(予想) 3.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年10月期の連結業績予想（2020年11月１日～2021年10月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 18,300 △3.4 △100 ― 40 119.8 △15 ― △0.61
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

　

（３）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

　

（４）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) 2021年10月期３Ｑ 28,007,448株 2020年10月期 28,007,448株

② 期末自己株式数 2021年10月期３Ｑ 3,253,212株 2020年10月期 3,253,212株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年10月期３Ｑ 24,754,236株 2020年10月期３Ｑ 25,126,484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の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およ
び将来の業績に影響を与える不確実な原因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績
は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症により、依然として厳しい状況が

続いています。業界によって回復が散見されるものの、変異種による感染症の再拡大や緊急事態宣言の再発令等に

より、継続的な回復には至っていません。

当社グループが主に関連いたします建設業におきましては公共工事の遅延縮小、製造業においては需要の回復傾

向があるものの、物流の停滞による仕入価格上昇や販売量の制限により依然として厳しい状況が続いています。

このような状況の下で、当社グループは、全社的な経費削減、仕入価格の上昇にあわせた販売価格の改定、業務

改善による生産性の向上に取り組みました。

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は、14,076百万円（前年同期比1.6％

減）となりました。営業利益は、18百万円（前年同期比3,664.7％増）となりました。経常利益は、133百万円（前

年同期比7.2％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、54百万円（前年同期比14.3％減）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて834百万円（6.8％）増加し、13,065百万円となりました。これは、

商品が412百万円、受取手形及び売掛金が283百万円、有価証券が250百万円それぞれ増加し、現金及び預金が

113百万円減少したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,469百万円（20.5％）増加し、14,537百万円となりました。これ

は、建設仮勘定が2,433百万円増加したことによるものであります。主な要因として、建設仮勘定の増加は新物

流倉庫建設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て3,304百万円（13.6％）増加し、27,603百万円となりまし

た。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,602百万円（14.1％）減少し、9,739百万円となりました。これは、

短期借入金が2,020百万円減少し、支払手形及び買掛金が421百万円増加したことによるものであります。主な

要因として、短期借入金の減少は新物流倉庫建設に伴う繋ぎ融資の長期借入金への振替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て5,345百万円（227.5％）増加し、7,695百万円となりました。これ

は、長期借入金が5,504百万円増加し、繰延税金負債が155百万円減少したことによるものであります。主な要

因として、長期借入金の増加は新物流倉庫建設の為の借入金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て3,742百万円（27.3％）増加し、17,434百万円となりまし

た。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて438百万円(4.1％）減少し、10,169百万円となりました。これは、

その他有価証券評価差額金が338百万円、利益剰余金が93百万円それぞれ減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年６月11日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,956,474 1,842,592

受取手形及び売掛金 6,366,652 6,650,581

有価証券 86,248 336,545

商品 3,744,172 4,156,303

その他 88,587 87,430

貸倒引当金 △10,628 △7,571

流動資産合計 12,231,507 13,065,879

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 618,632 599,485

機械装置及び運搬具（純額） 225,304 256,047

土地 4,476,806 4,476,806

建設仮勘定 723,379 3,156,813

その他（純額） 138,397 121,726

有形固定資産合計 6,182,520 8,610,880

無形固定資産 102,600 113,735

投資その他の資産

投資有価証券 5,096,086 5,337,128

破産更生債権等 10,288 8,859

その他 686,539 475,914

貸倒引当金 △10,288 △8,859

投資その他の資産合計 5,782,626 5,813,042

固定資産合計 12,067,747 14,537,658

資産合計 24,299,254 27,603,538
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,645,801 4,067,256

短期借入金 6,900,000 4,880,000

１年内返済予定の長期借入金 200,000 93,318

賞与引当金 121,122 55,746

その他 475,312 643,183

流動負債合計 11,342,236 9,739,504

固定負債

長期借入金 1,100,000 6,604,681

繰延税金負債 1,044,278 889,081

退職給付に係る負債 198,114 196,745

長期預り保証金 6,500 4,500

その他 610 －

固定負債合計 2,349,503 7,695,007

負債合計 13,691,739 17,434,512

純資産の部

株主資本

資本金 2,712,335 2,712,335

資本剰余金 1,728,146 1,728,146

利益剰余金 4,500,948 4,407,735

自己株式 △956,101 △956,101

株主資本合計 7,985,329 7,892,116

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,581,848 2,243,145

退職給付に係る調整累計額 40,337 33,763

その他の包括利益累計額合計 2,622,186 2,276,909

純資産合計 10,607,515 10,169,026

負債純資産合計 24,299,254 27,603,538
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

売上高 14,301,550 14,076,481

売上原価 11,343,932 11,171,214

売上総利益 2,957,617 2,905,267

販売費及び一般管理費 2,957,135 2,887,113

営業利益 482 18,153

営業外収益

受取配当金 104,144 79,393

受取賃貸料 10,878 10,565

仕入割引 60,092 55,353

有価証券運用益 282 29,884

その他 21,967 10,134

営業外収益合計 197,365 185,332

営業外費用

支払利息 21,907 32,473

売上割引 26,478 27,515

その他 5,314 9,674

営業外費用合計 53,700 69,663

経常利益 144,147 133,822

特別利益

投資有価証券売却益 0 45

特別利益合計 0 45

特別損失

投資有価証券評価損 28,014 －

特別損失合計 28,014 －

税金等調整前四半期純利益 116,133 133,868

法人税、住民税及び事業税 49,458 69,736

法人税等調整額 3,480 9,978

法人税等合計 52,939 79,714

四半期純利益 63,194 54,153

親会社株主に帰属する四半期純利益 63,194 54,153
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

四半期純利益 63,194 54,153

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △932,816 △343,412

退職給付に係る調整額 △10,020 △6,574

その他の包括利益合計 △942,837 △349,986

四半期包括利益 △879,643 △295,832

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △879,643 △295,832
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（３）四半期連結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。

　


