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(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期の連結業績（2019年10月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年９月期 7,535 20.6 561 △2.9 572 1.7 385 3.9

2019年９月期 6,248 17.3 577 7.0 562 11.5 371 13.4
(注) 包括利益 2020年９月期 404百万円( 17.8％) 2019年９月期 343百万円( △0.7％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年９月期 295.00 289.46 12.4 6.3 7.4

2019年９月期 284.61 279.99 13.3 6.5 9.3
　

（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

2020年９月期 9,068 3,276 36.1 2,501.56

2019年９月期 9,209 2,925 31.8 2,240.98
(参考) 自己資本 2020年９月期 3,276百万円 2019年９月期 2,925百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2020年９月期 2,137 △1,184 △695 879

2019年９月期 325 △532 △45 621
　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2019年９月期 － 19.00 － 21.00 40.00 52 14.1 1.9

2020年９月期 － 23.00 － 25.00 48.00 62 16.3 2.0

2021年９月期(予想) － 32.00 － 32.00 64.00 21.4
　

(注)2021年９月期（予想）は、第２四半期末、期末ともに普通配当27円・創立40周年記念配当５円の合計32円、年間配
当金合計64円になります。

　　



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 7,598 0.8 582 3.7 572 0.0 390 1.4 298.99

※ 注記事項

（１）期中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)－
　

（２）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
　

（３）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) 2020年９月期 1,309,950株 2019年９月期 1,305,300株

② 期末自己株式数 2020年９月期 45株 2019年９月期 －株

③ 期中平均株式数 2020年９月期 1,306,258株 2019年９月期 1,303,574株
　

(参考) 個別業績の概要
１．2020年９月期の個別業績（2019年10月１日～2020年９月30日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年９月期 6,808 14.8 556 △6.7 570 △2.1 385 △0.5

2019年９月期 5,931 13.4 596 16.6 582 22.2 387 25.8
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2020年９月期 295.39 289.85

2019年９月期 297.49 292.66
　

（２）個別財政状態

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

2020年９月期 8,678 3,180 36.6 2,428.13

2019年９月期 8,860 2,828 31.9 2,166.91

(参考) 自己資本 2020年９月期 3,180百万円 2019年９月期 2,828百万円
　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．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及び合理的である

　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。

２．決算説明会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からWEBにて開催いたします。決算補足説明資料は、

　2020年11月24日に開示いたします。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、2019年10月の消費税率引き上げにより個人消費の回復基調が停滞しておりま

した。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発令により、経済活動の混乱あるいはイベントや

移動の自粛、消費者の購入意欲の低下等、国内の景気が足下で大幅に下押しされ減速傾向を増しております。2020年６

月以降は徐々に社会経済活動のレベルが引き上げられたものの先行きについては厳しい状況が続くと見込まれておりま

す。当社が属する不動産業界においては、2020年８月の住宅着工戸数が69,101戸で、前年同月比で9.1％減となり、住宅

着工の動向は14か月連続の減少となっております。利用関係別にみると、前年同月比で持家、分譲住宅、貸家ともに減

少となっており、当社グループの主力である賃貸事業分野においても、貸家着工戸数の天井感が見受けられます。

このような状況の中、当社は、売買、賃貸、仲介事業における収益確保や賃貸管理物件の新規獲得を進めてまいりま

した。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　①不動産流通事業

　不動産売上高においては、自社企画投資用不動産であるレーガベーネ八丁堀(東京都中央区)、中型投資用物件のペア

ガーデン４棟（茨城県水戸市）、龍ヶ崎第１グリーンコーポ(茨城県龍ヶ崎市)等の販売に加え、土地を中心に戸建、区

分所有建物の仕入れ、販売が好調に推移し前期売上を大きく上回りました。また、仲介事業収益について賃貸は、新型

コロナウイルス感染症の影響により、一時的に反響数が落ち込んだもののその後は回復傾向へと推移し、前期売上を上

回る結果となりました。販売においては、土地を中心とした社有物件（不動産売上高）の販売好調の反動から手数料収

入が前期売上を下回る形となっております。

これらの結果、不動産流通事業の売上高は5,265,270千円(前年同期比25.7％増)、営業利益は535,716千円(同10.7％

増)となりました。

②不動産管理事業

不動産管理事業については、当社の安定的な収益基盤であり、自社不動産及び借上げの賃料収入は、入居率の向上と

新規獲得により、前期売上を上回っております。コインパーキングは、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的

に稼働率が低下したものの運営台数が1,058台となり年間の新規オープン計画台数に到達したことから、前期売上を上回

る結果となりました。また、賃貸管理戸数が19,004戸、駐車場台数8,413台となったことから、管理事業収益については

前期売上を大きく上回る結果となりました。その他、太陽光売電収益については順調に推移しております。

これらの結果、不動産管理事業の売上高は2,270,603千円(前年同期比10.3％増)、営業利益は644,882千円(同1.6％増)

となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

(流動資産)

　当連結会計年度末における流動資産の残高は4,239,072千円となり、前連結会計年度末と比べると495,469千円減少と

なりました。これは主に、現金及び預金が207,465千円増加したものの、仕掛販売用不動産が587,013千円及び販売用不

動産が98,251千円減少したことによるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は4,828,982千円となり、前連結会計年度末と比べると354,318千円増加と

なりました。これは主に、土地が378,903千円増加したことによるものであります。

(流動負債)

　当連結会計年度末における流動負債の残高は2,444,827千円となり、前連結会計年度末と比べると488,774千円減少と

なりました。これは主に、短期借入金が104,000千円及び預り金が74,802千円増加したものの、一年内返済予定の長期借

入金が692,800千円減少したことによるものであります。

(固定負債)

　当連結会計年度末における固定負債の残高は3,346,426千円となり、前連結会計年度末と比べると4,022千円減少とな

りました。これは主に、長期預り敷金が24,524千円及び退職給付に係る負債が18,018千円増加したものの、長期借入金

が40,204千円減少したことによるものであります。

(純資産)

　当連結会計年度末の純資産の残高は3,276,801千円となり、前連結会計年度末と比べると351,645千円増加となりまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益を385,340千円計上したことによるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べて

257,394千円増加し、879,370千円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び増減の要因

は、次のとおりであります。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動により獲得した資金は2,137,305千円(前期は325,968千円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支

払230,941千円があったものの、たな卸資産の減少1,329,696千円、税金等調整前当期純利益572,171千円及び減価償却費

255,409千円の計上によるものであります。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動により使用した資金は1,184,684千円(前期は532,731千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出1,213,481千円及び無形固定資産の取得による支出23,326千円によるものであります。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動により支出した資金は695,226千円(前期は45,072千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済

による支出1,873,004千円及び配当金の支払額57,311千円があったものの、長期借入れによる収入1,140,000千円による

ものであります。
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（４）今後の見通し

2020年９月期において新型コロナウイルス感染症の影響を受けたコインパーキング事業については、新規感染者の

減少に伴いコインパーキング稼働率が徐々に回復基調となると想定しております。自社企画投資用不動産については、

2020年５月11日に開示いたしました「レーガベーネ土浦川口」の建設工事が工期通りに進んでおり、また、同年７月

28日に開示いたしました茨城県水戸市白梅の土地については鉄筋コンクリート造賃貸マンションを計画中でありま

す。今後も適切な見極めを行い、コインパーキング用地および自社企画投資用不動産用地の取得を続けてまいりま

す。

不動産流通事業においては、自社企画投資用不動産の販売、土地、戸建、区分所有建物、中型投資用物件の買取再

販を積極的に行い、売上の増加をめざしてまいります。また、仲介事業においてはIT重説やオンライン内見等の促進

により、顧客の利便性を高め集客力を強化してまいります。不動産管理事業においては、年間の賃貸物件管理獲得目

標を1,000戸とし、安定収益の強化を図ります。

このような施策の展開を通じて、2021年９月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は7,598百万円（前年同

期比0.8％増）、営業利益は582百万円（同3.7％増）、経常利益は572百万円（同0.0％増）、親会社株主に帰属する当

期純利益は390百万円（同1.4％増）を予定しております。

なお、上記予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績数値は、今後様々な

要因により異なる可能性があります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

ります。

　



香陵住販株式会社(3495)
令和２年９月期 決算短信

5

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,450,666 1,658,131

売掛金 169,671 170,910

販売用不動産 1,757,377 1,659,126

仕掛販売用不動産 1,257,057 670,043

未成工事支出金 － 358

その他 114,964 100,209

貸倒引当金 △15,194 △19,707

流動資産合計 4,734,542 4,239,072

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,625,684 1,743,328

減価償却累計額及び減損損失累計額 △604,070 △665,348

建物及び構築物（純額） 1,021,614 1,077,979

機械装置及び運搬具 1,558,801 1,567,581

減価償却累計額及び減損損失累計額 △529,838 △652,688

機械装置及び運搬具（純額） 1,028,963 914,892

土地 1,773,259 2,152,162

建設仮勘定 795 21,091

その他 151,158 151,199

減価償却累計額及び減損損失累計額 △98,443 △110,774

その他（純額） 52,715 40,425

有形固定資産合計 3,877,348 4,206,552

無形固定資産

ソフトウエア 65,478 70,013

のれん 135,971 98,515

その他 28,912 38,504

無形固定資産合計 230,362 207,033

投資その他の資産

投資有価証券 91,446 122,363

長期貸付金 4,117 3,202

繰延税金資産 69,830 83,966

その他 216,760 234,865

貸倒引当金 △15,200 △29,002

投資その他の資産合計 366,953 415,396

固定資産合計 4,474,664 4,828,982

資産合計 9,209,206 9,068,055
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 88,710 82,628

短期借入金 316,000 420,000

1年内返済予定の長期借入金 1,163,704 470,904

未払法人税等 144,798 133,172

預り金 779,342 854,144

賞与引当金 81,696 81,245

家賃保証引当金 3,335 6,760

その他 356,014 395,971

流動負債合計 2,933,601 2,444,827

固定負債

長期借入金 2,410,444 2,370,240

長期預り敷金 611,133 635,657

役員退職慰労引当金 147,635 161,334

退職給付に係る負債 137,414 155,433

繰延税金負債 16,020 12,923

その他 27,801 10,838

固定負債合計 3,350,449 3,346,426

負債合計 6,284,050 5,791,254

純資産の部

株主資本

資本金 346,376 348,729

資本剰余金 247,576 249,929

利益剰余金 2,302,627 2,630,508

自己株式 － △63

株主資本合計 2,896,580 3,229,104

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 28,575 47,696

その他の包括利益累計額合計 28,575 47,696

純資産合計 2,925,155 3,276,801

負債純資産合計 9,209,206 9,068,055
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 6,248,170 7,535,873

売上原価 3,446,322 4,434,735

売上総利益 2,801,848 3,101,138

販売費及び一般管理費 2,223,849 2,539,767

営業利益 577,998 561,371

営業外収益

受取利息 245 201

受取配当金 2,197 2,717

受取保険金 8,837 39,278

受取手数料 4,232 5,583

保険解約返戻金 － 13,157

その他 4,662 5,600

営業外収益合計 20,174 66,538

営業外費用

支払利息 26,539 28,465

和解金 5,162 2,751

設備復旧費用 － 15,000

休止固定資産減価償却費 － 5,489

その他 3,501 3,423

営業外費用合計 35,204 55,130

経常利益 562,969 572,779

特別損失

固定資産除却損 1,716 607

減損損失 10,815 －

特別損失合計 12,532 607

税金等調整前当期純利益 550,437 572,171

法人税、住民税及び事業税 218,995 219,857

法人税等調整額 △39,569 △33,026

法人税等合計 179,426 186,831

当期純利益 371,011 385,340

親会社株主に帰属する当期純利益 371,011 385,340
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

当期純利益 371,011 385,340

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,758 19,121

その他の包括利益合計 △27,758 19,121

包括利益 343,252 404,462

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 343,252 404,462
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（３）連結株主資本等変動計算書

　 前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

当期首残高 345,364 246,564 2,000,691 －

当期変動額

新株の発行 1,012 1,012

剰余金の配当 △69,074

親会社株主に帰属す

る当期純利益
371,011

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 1,012 1,012 301,936 －

当期末残高 346,376 247,576 2,302,627 －

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,592,620 56,334 56,334 2,648,954

当期変動額

新株の発行 2,024 2,024

剰余金の配当 △69,074 △69,074

親会社株主に帰属す

る当期純利益
371,011 371,011

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

△27,758 △27,758 △27,758

当期変動額合計 303,960 △27,758 △27,758 276,201

当期末残高 2,896,580 28,575 28,575 2,925,155
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　 当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

当期首残高 346,376 247,576 2,302,627 －

当期変動額

新株の発行 2,352 2,352

剰余金の配当 △57,459

親会社株主に帰属す

る当期純利益
385,340

自己株式の取得 △63

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 2,352 2,352 327,880 △63

当期末残高 348,729 249,929 2,630,508 △63

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,896,580 28,575 28,575 2,925,155

当期変動額

新株の発行 4,705 4,705

剰余金の配当 △57,459 △57,459

親会社株主に帰属す

る当期純利益
385,340 385,340

自己株式の取得 △63 △63

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

19,121 19,121 19,121

当期変動額合計 332,523 19,121 19,121 351,645

当期末残高 3,229,104 47,696 47,696 3,276,801
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 550,437 572,171

減価償却費 266,488 255,409

減損損失 10,815 －

のれん償却額 10,459 16,408

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,107 △450

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,060 18,314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,755 18,018

受取利息及び受取配当金 △2,442 △2,919

支払利息 26,539 28,465

固定資産除却損 1,716 607

売上債権の増減額（△は増加） △4,919 △1,239

たな卸資産の増減額（△は増加） △352,435 1,329,696

仕入債務の増減額（△は減少） 19,432 △6,082

預り金の増減額（△は減少） 14,376 74,802

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,774 91,706

預り敷金の増減額（△は減少） 5,972 18,118

その他 △35,196 △60,329

小計 512,393 2,352,698

利息及び配当金の受取額 2,448 2,923

保険金の受取額 8,837 39,278

利息の支払額 △26,875 △26,653

法人税等の支払額 △170,834 △230,941

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,968 2,137,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △44,872 49,928

投資有価証券の取得による支出 △3,013 △3,364

有形固定資産の取得による支出 △344,351 △1,213,481

無形固定資産の取得による支出 △36,071 △23,326

貸付けによる支出 △1,700 －

貸付金の回収による収入 3,071 1,598

敷金及び保証金の差入による支出 △462 △158

敷金及び保証金の回収による収入 1,084 27

保険積立金の解約による収入 － 13,157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△101,354 －

その他 △5,060 △9,064

投資活動によるキャッシュ・フロー △532,731 △1,184,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △571,600 104,000

長期借入れによる収入 1,681,000 1,140,000

長期借入金の返済による支出 △1,070,960 △1,873,004

リース債務の返済による支出 △16,606 △13,553

配当金の支払額 △68,930 △57,311

株式の発行による収入 2,024 4,705

自己株式の取得による支出 － △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,072 △695,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251,835 257,394

現金及び現金同等物の期首残高 873,811 621,975

現金及び現金同等物の期末残高 621,975 879,370
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（５）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。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大による影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測す

ることは困難な状況にありますが、現時点で同感染症による当社グループ事業に与える影響は限定的であることから、

当社グループ事業への影響は軽微であると仮定して会計上の見積りを行っております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１. 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、事業の内容、役務の提供方法及び類似性に基づき事業を集約し「不動産流通事業」「不動産

管理事業」の２つを報告セグメントとしております。

　

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「不動産流通事業」は、当社グループの不動産の販売、他社所有の不動産の売買の仲介及び他社所有の不動産

の賃貸の仲介等を行います。

「不動産管理事業」は、不動産賃貸業、不動産管理業、太陽光売電事業等を行っております。

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

概ね同一であります。

セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、配分さ

れていない償却資産の減価償却費は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦しております。
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３. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

不動産流通事業 不動産管理事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,189,110 2,059,060 6,248,170 6,248,170

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 18,311 18,311 18,311

計 4,189,110 2,077,371 6,266,481 6,266,481

セグメント利益 483,789 634,666 1,118,455 1,118,455

その他の項目

減価償却費 19,141 216,235 235,377 235,377

　当連結会計年度(自 2019年10月１日　至 2020年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

不動産流通事業 不動産管理事業 計

売上高

外部顧客への売上高 5,265,270 2,270,603 7,535,873 7,535,873

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 18,109 18,109 18,109

計 5,265,270 2,288,712 7,553,982 7,553,982

セグメント利益 535,716 644,882 1,180,599 1,180,599

その他の項目

減価償却費 17,746 208,716 226,462 226,462

４. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 6,266,481 7,553,982

セグメント間取引消去 △18,311 △18,109

連結財務諸表の売上高 6,248,170 7,535,873

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,118,455 1,180,599

全社費用(注) △540,973 △619,403

未実現損益の調整額 517 175

連結財務諸表の営業利益 577,998 561,371

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門の一般管理費であります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額(注) 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 235,377 226,462 31,110 28,947 266,488 255,409

(注) 減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社に係るものであります。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

１株当たり純資産額 2,240.98円 2,501.56円

１株当たり当期純利益金額 284.61円 295.00円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 279.99円 289.46円

(注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。
　

前連結会計年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 371,011 385,340

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

371,011 385,340

普通株式の期中平均株式数(株) 1,303,574 1,306,258

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円） － －

普通株式増加数(株） 21,528 24,977

(うち新株予約権(株）） （21,528） （24,977）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 － －

　
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2019年９月30日)

　当連結会計年度
(2020年９月30日)

純資産の部の合計額(千円) 2,925,155 3,276,801

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,925,155 3,276,801

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式数(千円)

1,305,300 1,309,905

　

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。

　


