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(百万円未満切捨て)

１．2021年10月期第２四半期の連結業績（2020年11月１日～2021年４月30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２四半期 9,286 △6.1 △77 ― 21 △84.8 △22 ―

2020年10月期第２四半期 9,893 △11.1 41 △83.2 139 △61.7 62 △74.8
(注) 包括利益 2021年10月期第２四半期 △80百万円( ―％) 2020年10月期第２四半期 △683百万円( ―％)

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２四半期 △0.90 ―
2020年10月期第２四半期 2.48 ―

（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２四半期 27,999 10,458 37.4

2020年10月期 24,299 10,607 43.7
(参考) 自己資本 2021年10月期第２四半期 10,458百万円 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 ： 有
　

2021年10月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染症による影響を合理的に算定すること
が困難であったため未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予測等を踏まえ業績予想を算定いたしま
したので公表いたします。

　　



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 24,754,236株 2020年10月期２Ｑ 25,241,970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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、当初製造業を中心に緩やかな回復基調であったものの、新型

コロナウイルス感染症の再拡大や半導体の供給不安などの影響により、回復に水を差された状況となりました。

当社グループが主に関連いたします建設業や製造業におきましても、民間設備投資については企業収益の減少や

先行きの不透明感の高まりにより工事計画の中止や延期が行われ、また、材料価格が上昇し、厳しい環境が続きま

した。

このような状況の下で、当社グループは、全国の物流拠点の自動倉庫設備の導入や、在庫管理システムの改善な

どにより業務効率の向上を行い、さらに全社的に経費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２四半期連結累計期間における売上高は、9,286百万円（前年同期比6.1％

減）となりました。営業損失は、77百万円（前年同期は営業利益41百万円）となりました。経常利益は、21百万円

（前年同期比84.8％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、22百万円（前年同期は親会社株主

に帰属する四半期純利益62百万円）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1,047百万円（8.6％）増加し、13,278百万円となりました。これは、

現金及び預金が605百万円、有価証券が277百万円、商品が228百万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2,652百万円（22.0％）増加し、14,720百万円となりました。これは、

建設仮勘定が2,240百万円、投資有価証券が609百万円それぞれ増加し、投資その他の資産その他が226百万円減

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3,699百万円（15.2％）増加し、27,999百万円となりまし

た。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,699百万円（15.0％）減少し、9,642百万円となりました。これは、

短期借入金が2,050百万円減少し、支払手形及び買掛金が345百万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5,548百万円（236.2％）増加し、7,898百万円となりました。これは、

長期借入金が5,598百万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3,849百万円（28.1％）増加し、17,541百万円となりまし

た。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて149百万円(1.4％）減少し、10,458百万円となりました。これは利

益剰余金が95百万円、その他有価証券評価差額金が49百万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

2021年10月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染症による影響を合理的に算定すること

が困難であったため未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予測等を踏まえ業績予想を算定いたしま

したので公表いたします。

詳細につきましては、本日公表いたしました「2021年10月期第2四半期連結累計期間の業績と前期実績値との差異

及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,956,474 2,562,020

受取手形及び売掛金 6,366,652 6,306,136

有価証券 86,248 363,358

商品 3,744,172 3,972,291

その他 88,587 82,327

貸倒引当金 △10,628 △7,477

流動資産合計 12,231,507 13,278,656

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 618,632 609,168

機械装置及び運搬具（純額） 225,304 270,471

土地 4,476,806 4,476,806

建設仮勘定 723,379 2,963,965

その他（純額） 138,397 124,074

有形固定資産合計 6,182,520 8,444,487

無形固定資産 102,600 110,148

投資その他の資産

投資有価証券 5,096,086 5,705,666

破産更生債権等 10,288 8,998

その他 686,539 460,261

貸倒引当金 △10,288 △8,998

投資その他の資産合計 5,782,626 6,165,928

固定資産合計 12,067,747 14,720,563

資産合計 24,299,254 27,999,220
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,645,801 3,991,068

短期借入金 6,900,000 4,850,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 ―

賞与引当金 121,122 118,481

その他 475,312 683,191

流動負債合計 11,342,236 9,642,740

固定負債

長期借入金 1,100,000 6,698,000

繰延税金負債 1,044,278 996,551

退職給付に係る負債 198,114 199,251

長期預り保証金 6,500 4,500

その他 610 ―

固定負債合計 2,349,503 7,898,303

負債合計 13,691,739 17,541,044

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 4,405,609

自己株式 △956,101 △956,101

株主資本合計 7,985,329 7,889,990

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 2,532,230

退職給付に係る調整累計額 40,337 35,954

その他の包括利益累計額合計 2,622,186 2,568,185

純資産合計 10,607,515 10,458,176

負債純資産合計 24,299,254 27,999,220
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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 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 9,893,410 9,286,721

売上原価 7,878,754 7,425,924

売上総利益 2,014,656 1,860,797

販売費及び一般管理費 1,973,190 1,937,804

営業利益又は営業損失(△) 41,465 △77,006

営業外収益

受取配当金 89,500 64,231

受取賃貸料 7,265 6,952

仕入割引 41,406 36,659

有価証券運用益 ― 30,189

その他 6,332 7,393

営業外収益合計 144,504 145,427

営業外費用

支払利息 14,393 19,930

売上割引 18,561 18,198

有価証券運用損 11,668 ―

その他 1,436 8,976

営業外費用合計 46,060 47,105

経常利益 139,909 21,315

特別利益

投資有価証券売却益 ― 45

特別利益合計 ― 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 111,894 21,361

法人税、住民税及び事業税 39,987 50,546

法人税等調整額 9,195 △6,950

法人税等合計 49,183 43,595

四半期純利益又は四半期純損失（△） 62,711 △22,234

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（△）

62,711 △22,234
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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 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 62,711 △22,234

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △739,255 △54,327

退職給付に係る調整額 △6,680 △4,382

その他の包括利益合計 △745,936 △58,710

四半期包括利益 △683,224 △80,945

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △683,224 △80,945
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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。

　


