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1. 2021年9月期第3四半期の連結業績（2020年10月1日～2021年6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9月期第3四半期 7,279 21.8 505 13.8 534 13.5 363 12.3

2020年9月期第3四半期 5,975 19.0 444 32.1 470 29.1 323 29.8

（注）包括利益 2021年9月期第3四半期　　363百万円 （12.3％） 2020年9月期第3四半期　　323百万円 （29.8％）

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9月期第3四半期 33.25 32.98

2020年9月期第3四半期 29.80 29.52

（注）１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算出にあたり、期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付
信託制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式が含まれております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年9月期第3四半期 5,487 3,263 59.3 297.74

2020年9月期 5,498 2,942 53.3 268.73

（参考）自己資本 2021年9月期第3四半期 3,254百万円 2020年9月期 2,931百万円

（注）１株当たり純資産の算出にあたり、期末自己株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀
行（信託Ｅ口）が所有している当社株式が含まれております。

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9月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

2021年9月期 ― 0.00 ―

2021年9月期（予想） 4.00 4.00

（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 9月期の連結業績予想（2020年10月 1日～2021年 9月30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 9,496 20.8 424 47.0 455 42.0 298 13.2 27.27

（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）１株当たり当期純利益の算出にあたり、期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託制度の信託財産として、株式会社日本カスト
ディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式が含まれております。
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※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(注) 特定子会社の異動には該当いたしませんが、第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社でありました株式会社つく実やは清算結了した

ため、連結の範囲から除外しております。

(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9月期3Q 11,106,513 株 2020年9月期 11,079,513 株

② 期末自己株式数 2021年9月期3Q 176,126 株 2020年9月期 169,126 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期3Q 10,932,887 株 2020年9月期3Q 10,867,237 株

（注）期末自己株式数および期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信
託Ｅ口）が所有している当社株式が含まれております。

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますので、この数字に依拠して投
資等の判断を行うことは差し控えてください。
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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（2020年10月１日～2021年６月30日）におけるわが国経済は、国内においてワクチン

接種が開始される一方で、感染力が高いとされるデルタ型コロナウイルスの感染拡大と、依然として先行き不透明

な状況が続いております。

　そのような状況のなか、当社グループの主要事業である菓子・パン資材および雑貨等の販売事業（以下「資材お

よび雑貨等の販売事業」という。）におきましては、引き続き2020年３月13日に公表しました「中期経営計画

（2020－2024）」に沿って、積極的な広告宣伝費の投入を行い、認知度の向上に努めております。ただし、昨年の

４月から６月にかけての異常ともいえる「巣ごもり需要」と比較すると、今年の同期間は個人客のコロナ慣れの影

響もあり、比較的落ち着いた状況となっております。しかしながら当第３四半期連結会計期間（2021年４月１日～

2021年６月30日）の売上高は、2019年９月期の同期間と比べ約1.5倍となっており、特に、2019年６月に開設した

ＢtoＢ専用サイト「cotta business」の売上は堅調に推移しており、今後のＢtoＢ戦略に大きな可能性を示してお

ります。

　以上の結果、売上高7,279,533千円（前年同四半期比21.8％増）、営業利益505,889千円（同13.8％増）、経常利

益534,698千円（同13.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益363,504千円（同12.3％増）となりました。

　なお、当社グループは、資材および雑貨等の販売事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が

乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,487,041千円となり、前連結会計年度末と比べ11,764千円減

少しました。これは、主に、ＰＢ商品の仕入によりたな卸資産が増加したことならびに株式会社プティパの新倉庫

建設により建設仮勘定を計上した一方で、支払手形及び買掛金の支払いのために現金及び預金が減少したことなら

びに将来減算一時差異等の解消による繰延税金資産の減少などによるものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、2,223,739千円となり、前連結会計年度末と比べ332,183千円

減少しました。これは、主に、2020年９月に実施したテレビコマーシャル費用の支払などにより未払金が減少した

ことならびに長期借入金の返済によるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、3,263,302千円となり、前連結会計年度末と比べ320,419千円増

加しました。これは、主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるも

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

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、上記のとおり順調に推移しており、通期連結業績予

想の各利益の達成率は、営業利益119.1％、経常利益117.5％および親会社株主に帰属する当期純利益121.9％であ

り、予想数値を超過している状況です。

　しかしながら、本日付けで本短信と同時に公表しました「テレビコマーシャル放映およびキャンペーン実施に関

するお知らせ」のとおり、第４四半期連結会計期間（９月）において、大規模なテレビコマーシャルの放映および

キャンペーンを行う予定であり、2020年３月13日に公表しました「中期経営計画（2020－2024）」の最終年度

（2024年９月期）の目標数値（売上高11,142百万円、営業利益995百万円、経常利益1,020百万円）達成に向けて、

同計画に沿って広告宣伝活動を積極的に行う予定であります。

　以上により、2021年９月期の通期の連結業績予想につきましては、2021年５月14日に公表しました「業績予想の

修正に関するお知らせ」のとおりであり、修正が必要な場合には速やかに開示いたします。

　なお、新型コロナウイルス感染症により、当社グループにおける事業活動に重大な支障は生じておりません。ま

た、当社グループ内での感染防止策としましては、検温の実施およびマスクの着用ならびに一部社員について在宅

勤務を行っており、引き続き、感染防止に努めてまいります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,976,912 1,880,938

受取手形及び売掛金 356,134 335,195

たな卸資産 1,311,685 1,411,631

その他 207,114 203,373

貸倒引当金 △5,159 △6,077

流動資産合計 3,846,688 3,825,061

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 772,771 750,519

土地 392,744 392,744

その他（純額） 222,345 301,551

有形固定資産合計 1,387,861 1,444,815

無形固定資産 85,884 76,482

投資その他の資産 178,371 140,682

固定資産合計 1,652,117 1,661,979

資産合計 5,498,805 5,487,041

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 567,687 518,242

短期借入金 70,000 140,000

1年内返済予定の長期借入金 362,081 438,422

未払法人税等 94,314 73,128

賞与引当金 34,369 9,354

ポイント引当金 17,720 25,095

その他 531,922 348,000

流動負債合計 1,678,094 1,552,243

固定負債

長期借入金 812,928 610,426

株式給付引当金 13,432 14,903

退職給付に係る負債 6,371 6,625

その他 45,096 39,540

固定負債合計 877,828 671,495

負債合計 2,555,923 2,223,739

純資産の部

株主資本

資本金 643,903 647,881

資本剰余金 617,071 621,049

利益剰余金 1,699,242 2,018,430

自己株式 △28,229 △32,911

株主資本合計 2,931,986 3,254,449

新株予約権 10,896 8,853

純資産合計 2,942,882 3,263,302

負債純資産合計 5,498,805 5,487,041

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
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 5,975,825 7,279,533

売上原価 3,481,402 4,206,601

売上総利益 2,494,422 3,072,932

販売費及び一般管理費 2,049,917 2,567,042

営業利益 444,505 505,889

営業外収益

受取利息及び配当金 63 26

協賛金収入 25,828 26,106

電力販売収益 6,955 7,919

その他 3,114 3,846

営業外収益合計 35,961 37,899

営業外費用

支払利息 5,831 6,331

電力販売費用 2,750 2,448

その他 964 310

営業外費用合計 9,546 9,089

経常利益 470,920 534,698

特別利益

固定資産売却益 1,174 －

投資有価証券売却益 2,000 －

受取補償金 2,700 2,471

資産除去債務戻入益 4,342 －

受取保険金 － 1,623

補助金収入 － 375

特別利益合計 10,216 4,469

特別損失

固定資産除却損 1,635 802

固定資産圧縮損 － 358

たな卸資産廃棄損 2,700 2,471

特別損失合計 4,335 3,632

税金等調整前四半期純利益 476,800 535,535

法人税、住民税及び事業税 157,231 130,404

法人税等調整額 △4,232 41,626

法人税等合計 152,998 172,030

四半期純利益 323,802 363,504

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 323,802 363,504

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 323,802 363,504

四半期包括利益 323,802 363,504

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 323,802 363,504

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、菓子・パン資材および雑貨等の販売事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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