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(百万円未満切捨て)

１．2021年10月期第１四半期の連結業績（2020年11月１日～2021年１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１四半期 4,493 △10.9 △23 △153.3 2 △97.3 △10 △122.9

2020年10月期第１四半期 5,042 △9.6 43 △72.1 82 △53.5 45 △62.0
(注) 包括利益 2021年10月期第１四半期 △11百万円( －％) 2020年10月期第１四半期 △177百万円( －％)
　

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１四半期 △0.42 －

2020年10月期第１四半期 1.80 －
　　

（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１四半期 26,151 10,523 40.2
2020年10月期 24,299 10,607 43.7

(参考) 自己資本 2021年10月期第１四半期 10,523百万円 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 －

2021年10月期(予想) 3.00 － 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、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － －
(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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 24,754,236株 2020年10月期１Ｑ 25,247,936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１四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の拡大による影響から厳しい状況

が続いております。一時的な回復傾向は見受けられたものの、国内外における新型コロナウイルス感染症の再拡大

が見られるなど、先行きは不透明な状況で推移しております。

当社グループが主に関連いたします業界におきましては、公共投資は底堅く推移したものの、民間設備投資は新

型コロナウイルス感染症の影響等により縮小傾向にあり、受注環境は厳しさを増しております。

このような状況の下で、当社グループは、全国の支店倉庫へ自動倉庫および独自の在庫管理システムの導入を進

めるとともに、全社的にコスト削減に取り組みました。

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、4,493百万円（前年同期比10.9％

減）となりました。営業損失は、23百万円（前年同期は営業利益43百万円）となりました。経常利益は、２百万円

（前年同期比97.3％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、10百万円（前年同期は親会社株主

に帰属する四半期純利益45百万円）となりました。

総資産は、前連結会計年度末に比べて1,851百万円（7.6%）増加し、26,151百万円となりました。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,936百万円（14.1％）増加し、15,628百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて84百万円(△0.8％）減少し、10,523百万円となりました。

（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1,045百万円（8.6％）増加し、13,277百万円となりました。これは、

現金及び預金が630百万円、商品が181百万円、その他流動資産が197百万円それぞれ増加したことによるものであ

ります。主な要因として、現金及び預金の増加は長期借入金の増加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805百万円（6.7％）増加し、12,873百万円となりました。これは、建

設仮勘定が648百万円、投資有価証券が393百万円それぞれ増加し、投資その他の資産その他が220百万円減少し

たことによるものであります。主な要因として、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1,851百万円（7.6％）増加し、26,151百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,056百万円（18.1％）減少し、9,286百万円となりました。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3,992百万円（169.9％）増加し、6,341百万円となりました。これは、

長期借入金が4,012百万円増加したことによるものであります。主な要因として、長期借入金の増加は新物流倉

庫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1,936百万円（14.1％）増加し、15,628百万円となりまし

た。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて84百万円(0.8％）減少し、10,523百万円となりました。これは、主

に利益剰余金が83百万円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、2020年12月14日に公表いたしました連結業績予想で未定とさせていただきました

が、依然として新型コロナウイルス感染症による今後の見通しが不透明であり、現時点では連結業績予想の合理的

な算定が困難であるため、引き続き未定とさせていただきます。今後、連結業績予想の算定が可能となった時点で

速やかに公表いたします。
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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１四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,956,474 2,587,185

受取手形及び売掛金 6,366,652 6,400,000

商品 3,744,172 3,925,777

その他 174,836 372,058

貸倒引当金 △10,628 △7,533

流動資産合計 12,231,507 13,277,488

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 618,632 617,490

機械装置及び運搬具（純額） 225,304 213,769

土地 4,476,806 4,476,806

建設仮勘定 723,379 1,372,111

その他（純額） 138,397 131,407

有形固定資産合計 6,182,520 6,811,585

無形固定資産 102,600 105,831

投資その他の資産

投資有価証券 5,096,086 5,489,920

破産更生債権等 10,288 8,998

その他 686,539 466,359

貸倒引当金 △10,288 △8,998

投資その他の資産合計 5,782,626 5,956,279

固定資産合計 12,067,747 12,873,696

資産合計 24,299,254 26,151,185
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,645,801 3,777,643

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 －

賞与引当金 121,122 59,240

その他 475,312 569,213

流動負債合計 11,342,236 9,286,097

固定負債

長期借入金 1,100,000 5,112,000

繰延税金負債 1,044,278 1,022,819

退職給付に係る負債 198,114 200,375

長期預り保証金 6,500 6,500

その他 610 244

固定負債合計 2,349,503 6,341,939

負債合計 13,691,739 15,628,036

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 4,417,422

自己株式 △956,101 △956,101

株主資本合計 7,985,329 7,901,802

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 2,583,199

退職給付に係る調整累計額 40,337 38,146

その他の包括利益累計額合計 2,622,186 2,621,345

純資産合計 10,607,515 10,523,148

負債純資産合計 24,299,254 26,151,185
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年１月31日)

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

売上高 5,042,703 4,493,147

売上原価 4,011,462 3,536,170

売上総利益 1,031,240 956,977

販売費及び一般管理費 987,700 980,195

営業利益又は営業損失（△） 43,540 △23,218

営業外収益

受取配当金 11,009 8,239

受取賃貸料 3,652 3,340

仕入割引 21,571 18,828

有価証券評価益 12,986 15,041

その他 6,988 8,281

営業外収益合計 56,208 53,731

営業外費用

支払利息 7,194 9,155

売上割引 9,437 9,139

その他 1,090 9,982

営業外費用合計 17,721 28,277

経常利益 82,027 2,236

特別利益

投資有価証券売却益 ― 45

特別利益合計 ― 45

税金等調整前四半期純利益 82,027 2,281

法人税、住民税及び事業税 19,873 18,841

法人税等調整額 16,714 △6,136

法人税等合計 36,588 12,704

四半期純利益又は四半期純損失（△） 45,439 △10,422

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

45,439 △10,422
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年１月31日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 45,439 △10,422

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △219,845 1,262

退職給付に係る調整額 △3,340 △2,191

その他の包括利益合計 △223,186 △928

四半期包括利益 △177,746 △11,351

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △177,746 △11,351
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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。

　


