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1. 2021年10月期第2四半期の業績（2020年11月1日～2021年4月30日）

(1) 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 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 22,715 21.1 2,837 32.2 3,091 35.1 2,106 35.8

2020年10月期第2四半期 18,749 △10.9 2,145 △20.4 2,288 △16.9 1,550 △17.6

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 103.06 102.84

2020年10月期第2四半期 75.93 75.76

(注)　当社は、2021年5月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 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10月期第2四半期 27,523 19,644 71.2 958.48

2020年10月期 28,747 17,929 62.2 875.30

（参考）自己資本 2021年10月期第2四半期 19,599百万円 2020年10月期 17,884百万円

(注)　当社は、2021年5月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して1株当たり純資産を算定しております。

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10月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

2021年10月期 ― 0.00

2021年10月期（予想） ― 17.50 17.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※ 期末配当金の内訳　　2020年10月期　　普通配当　35円00銭　　特別配当5円00銭

3. 2021年10月期の業績予想（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 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 37,000 8.1 3,800 17.8 4,200 19.0 2,900 23.1 141.93

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(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） 2021年10月期2Q 20,970,000 株 2020年10月期 20,970,000 株

② 期末自己株式数 2021年10月期2Q 521,266 株 2020年10月期 537,266 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年10月期2Q 20,438,392 株 2020年10月期2Q 20,422,520 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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「経営成績等の概況」をご覧ください。
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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２四半期累計期間（2020年11月１日～2021年４月30日）における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染

症の度重なる感染拡大を受け、緊急事態宣言の再発出、蔓延防止等重点措置の適用など、依然として予断を許さな

い状況が続いております。

このような状況のもと、当社におきましては、全国的な大雪によるスタッドレスタイヤの需要増加、及び長期化

する新型コロナウイルス感染症による外出自粛で通信販売が増加したことで、前年９月に完成したロジスティクス

新出荷ラインの出荷能力を十分に活かすことができました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は22,715百万円（前年同期比21.1％増）、営業利益は2,837百万円（前

年同期比32.2％増）、経常利益は3,091百万円（前年同期比35.1％増）、四半期純利益は2,106百万円（前年同期比

35.8％増）となりました。品種別売上高の状況は、タイヤ・ホイールは19,817百万円（前年同期比20.9％増）、用

品は1,438百万円（前年同期比29.0％増）、作業料は1,459百万円（前年同期比17.5％増）となりました。また、販

路別売上高の状況は、店舗売上高は14,549百万円（前年同期比15.4％増）、本部売上高は8,165百万円（前年同期比

33.7％増）となっております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期会計期間末における資産は27,523百万円（前事業年度末比1,224百万円の減少）となりました。主な

変動要因は、現金及び預金1,203百万円の増加、売掛金483百万円の減少、商品1,158百万円の減少、未収入金337百

万円の減少及び有形固定資産370百万円の減少などによるものであります。

また、負債は7,878百万円（前事業年度末比2,939百万円の減少）となりました。主な変動要因は、買掛金636百万

円の減少、前受収益166百万円の増加、未払法人税等419百万円の増加、その他流動負債358百万円の増加及びシンジ

ケートローンの繰上返済による長期借入金3,266百万円の減少などによるものであります。

なお、純資産は19,644百万円（前事業年度末比1,715百万円の増加）となりました。主な変動要因は、利益剰余金

1,697百万円の増加などによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）という。）は3,704百万円（前事業年度末

比1,198百万円増加）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は4,866百万円となりました。（前年同期は3,656百万円の獲得）

これは主に、税引前四半期純利益3,070百万円、減価償却費597百万円、売上債権の減少額496百万円、たな卸資産

の減少額1,158百万円、未収入金の減少額337百万円、仕入債務の減少額636百万円、未払消費税等の増加額479百万

円及び法人税等の支払額584百万円など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）

投資活動の結果使用した資金は16百万円となりました。（前年同期は1,454百万円の使用）

これは主に、有形固定資産の取得による支出178百万円、無形固定資産の取得による支出32百万円及び保険解約返

戻金の受取額208百万円など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）

財務活動の結果使用した資金は3,685百万円となりました。（前年同期は583百万円の使用）

これは主に、長期借入金の返済による支出3,266百万円及び配当金の支払額406百万円などによるものでありま

す。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の業績見通しにつきましては、当第２四半期会計期間において、2020年12月15日に公表しました業績予想を

上回る見込みとなったため、同日「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしました。なお、業績見通し等

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、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。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年10月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,509,442 3,712,986

売掛金 2,958,066 2,474,316

商品 6,441,568 5,283,094

前払費用 519,081 628,513

未収入金 1,212,551 874,585

その他 72,679 57,031

貸倒引当金 △6,006 △6,006

流動資産合計 13,707,383 13,024,521

固定資産

有形固定資産

建物 7,723,814 7,858,002

減価償却累計額 △1,771,131 △1,919,244

建物（純額） 5,952,683 5,938,758

土地 2,494,998 2,494,998

その他 8,734,968 8,753,700

減価償却累計額 △3,822,611 △4,198,231

その他（純額） 4,912,357 4,555,468

有形固定資産合計 13,360,039 12,989,225

無形固定資産 237,125 208,217

投資その他の資産 1,442,776 1,301,152

固定資産合計 15,039,941 14,498,595

資産合計 28,747,325 27,523,117

　

㈱フジ・コーポレーション(7605) 2021年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

< 3 >



(単位：千円)

前事業年度
(2020年10月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,726,457 3,089,542

1年内返済予定の長期借入金 326,666 ―

未払法人税等 624,381 1,043,630

賞与引当金 68,380 69,450

前受金 512,665 525,172

前受収益 761,250 927,507

その他 833,144 1,191,609

流動負債合計 6,852,944 6,846,912

固定負債

長期借入金 2,940,000 ―

退職給付引当金 250,062 260,711

資産除去債務 226,567 234,757

その他 548,293 536,260

固定負債合計 3,964,923 1,031,728

負債合計 10,817,868 7,878,640

純資産の部

株主資本

資本金 1,236,515 1,236,515

資本剰余金 1,289,397 1,305,669

利益剰余金 15,391,083 17,088,871

自己株式 △32,260 △31,300

株主資本合計 17,884,736 19,599,756

新株予約権 44,720 44,720

純資産合計 17,929,457 19,644,476

負債純資産合計 28,747,325 27,523,117
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

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

売上高 18,749,955 22,715,057

売上原価 12,537,574 15,250,190

売上総利益 6,212,381 7,464,866

販売費及び一般管理費 4,066,954 4,627,576

営業利益 2,145,426 2,837,290

営業外収益

受取利息 2,012 1,878

不動産賃貸料 16,920 16,920

受取保険金 78,024 126,414

保険解約益 ― 84,165

その他 62,423 42,072

営業外収益合計 159,380 271,451

営業外費用

支払利息 4,304 5,424

不動産賃貸費用 9,096 9,123

その他 2,553 3,072

営業外費用合計 15,954 17,620

経常利益 2,288,852 3,091,120

特別利益

固定資産売却益 77 1,074

特別利益合計 77 1,074

特別損失

固定資産売却損 ― 75

固定資産除却損 314 ―

店舗移転損失 11,640 21,500

特別損失合計 11,954 21,575

税引前四半期純利益 2,276,975 3,070,620

法人税等 726,357 964,177

四半期純利益 1,550,618 2,106,442
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 2,276,975 3,070,620

減価償却費 360,155 597,150

株式報酬費用 17,222 17,232

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,960 1,070

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,095 10,648

受取利息及び受取配当金 △2,012 △1,878

支払利息 4,304 5,424

固定資産売却損益（△は益） △77 △999

固定資産除却損 314 ―

店舗移転損失 11,640 21,500

売上債権の増減額（△は増加） 91,190 496,257

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,842,481 1,158,473

前払費用の増減額（△は増加） △140,113 △109,432

未収入金の増減額（△は増加） △643,406 337,965

仕入債務の増減額（△は減少） 141,499 △636,914

前受収益の増減額（△は減少） 254,159 166,257

未払消費税等の増減額（△は減少） 339,108 479,364

その他 △134,907 △156,591

小計 4,429,588 5,456,148

利息及び配当金の受取額 2,012 1,878

利息の支払額 △2,902 △7,166

法人税等の支払額 △771,876 △584,367

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,656,821 4,866,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の純増減額（△は増加） △2,866 △3,368

有形固定資産の取得による支出 △1,440,907 △178,542

有形固定資産の売却による収入 413 6,702

無形固定資産の取得による支出 △37,297 △32,161

保険解約返戻金の受取額 ― 208,916

敷金の差入による支出 △1,200 ―

その他 27,241 15,125

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,454,616 16,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △163,833 △3,266,666

リース債務の返済による支出 △11,973 △11,471

配当金の支払額 △407,702 △406,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △583,510 △3,685,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,618,695 1,198,085

現金及び現金同等物の期首残高 1,506,156 2,506,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,124,852 3,704,270
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の算出方法

税金費用については、当事業年度の予想税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等

調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（修正再表示）

該当事項はありません。
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３．その他

販売の状況

（品種別売上高）

品種

前第２四半期累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)

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

売上実績(千円) 構成比(％) 売上実績(千円) 構成比(％)

タイヤ・ホイール 16,393,458 87.4 19,817,189 87.3

用品 1,115,139 6.0 1,438,800 6.3

作業料 1,241,357 6.6 1,459,067 6.4

合計 18,749,955 100.0 22,715,057 100.0

（販路別売上高）

形態

前第２四半期累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)

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

売上実績(千円) 構成比(％) 売上実績(千円) 構成比(％)

店舗売上 12,641,343 67.4 14,549,588 64.1

本部売上 6,108,612 32.6 8,165,469 35.9

合計 18,749,955 100.0 22,715,057 100.0
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