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(百万円未満切捨て)

１．2023年10月期第１四半期の連結業績（2022年11月１日～2023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 ％

2023年10月期第１四半期 5,288 6.9 171 34.9 222 80.7 143 117.8

2022年10月期第１四半期 4,948 10.1 127 ― 123 ― 66 ―
(注)包括利益 2023年10月期第１四半期 311百万円( 170.0％) 2022年10月期第１四半期 115百万円( ―％)
　

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

2023年10月期第１四半期 5.80 ―

2022年10月期第１四半期 2.67 ―
　　

（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 ％

2023年10月期第１四半期 31,227 11,274 36.1
2022年10月期 31,120 11,036 35.5
(参考) 自己資本 2023年10月期第１四半期 11,270百万円 2022年10月期 11,033百万円
　

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

2022年10月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

2023年10月期 ―

2023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

３．2023年10月期の連結業績予想（2022年11月１日～2023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) 10,434 5.1 150 9.6 248 8.3 170 15.6 6.86

通期 21,242 3.7 343 △18.2 546 △23.0 377 △29.2 15.20
(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) 2023年10月期１Ｑ 28,007,448株 2022年10月期 28,007,448株

② 期末自己株式数 2023年10月期１Ｑ 3,210,932株 2022年10月期 3,210,932株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年10月期１Ｑ 24,796,516株 2022年10月期１Ｑ 24,754,227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、本資料の発送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、実際に業績
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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の行動制限が緩和され、経済活動

に回復の動きがみられたものの、物価上昇や地政学的リスク、為替の影響等により、継続的な回復には至っていま

せん。

当社グループが主に関連いたします建設業界におきましては、公共投資については既存インフラの管理等を中心

に底堅く推移しており、民間設備投資についても徐々に持ち直しの傾向にあります。しかしながら、資材価格の高

騰に伴う発注手控えなどにより、比較的厳しい受注環境が続いています。

このような状況の中で当社グループは、粗利率回復のための価格改定を行いました。また中期計画達成のために、

ウェブ受注システムの改善や、普及のための販売促進キャンペーンを実施するとともに、顧客サービス向上のため

に発注状況を通知するモバイルアプリの開発も行いました。

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、5,288百万円（前年同期比6.9％

増）となりました。営業利益は、171百万円（前年同期比34.9％増）となりました。経常利益は、222百万円（前年

同期比80.7％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、143百万円（前年同期比117.8％増）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40百万円（0.3％）減少し、14,842百万円となりました。これは、そ

の他流動資産が443百万円、受取手形及び売掛金が210百万円それぞれ減少し、電子記録債権が334百万円、商品

が191百万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、その他流動資産の減少は未収還付

消費税等の還付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146百万円（0.9％）増加し、16,384百万円となりました。これは、投

資有価証券が277百万円増加し、機械装置及び運搬具が88百万円減少したことによるものです。主な要因として、

投資有価証券は時価評価による評価額の増加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106百万円（0.3％）増加し、31,227百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて108百万円（0.9％）減少し、11,980百万円となりました。これは、賞

与引当金が78百万円減少したこと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23百万円（0.3％）減少し、7,971百万円となりました。これは、長期

借入金が121百万円減少し、繰延税金負債が95百万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

期借入金の減少は借入金の返済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131百万円（0.7％）減少し、19,952百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて238百万円(2.2％）増加し、11,274百万円となりました。これは、

主にその他有価証券評価差額金が200百万円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

連結業績予想につきましては、2022年12月14日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。
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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
(2022年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,461,974 1,524,902

受取手形及び売掛金 5,426,897 5,216,205

電子記録債権 1,943,077 2,277,588

有価証券 315,730 338,672

商品 5,244,171 5,435,763

その他 498,462 54,498

貸倒引当金 △7,832 △5,162

流動資産合計 14,882,480 14,842,469

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,632,523 2,602,842

機械装置及び運搬具（純額） 2,093,873 2,005,616

土地 4,476,806 4,476,806

建設仮勘定 ― 3,644

その他（純額） 111,424 106,884

有形固定資産合計 9,314,627 9,195,795

無形固定資産 129,878 128,093

投資その他の資産

投資有価証券 6,408,854 6,686,008

破産更生債権等 1,118 1,118

その他 384,742 374,994

貸倒引当金 △1,118 △1,118

投資その他の資産合計 6,793,596 7,061,002

固定資産合計 16,238,102 16,384,891

資産合計 31,120,583 31,227,361
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,313,858 4,267,641

短期借入金 5,450,000 5,450,000

1年内返済予定の長期借入金 1,586,764 1,586,764

賞与引当金 144,767 66,501

その他 593,650 609,814

流動負債合計 12,089,041 11,980,721

固定負債

長期借入金 6,719,854 6,598,163

繰延税金負債 1,078,564 1,174,104

退職給付に係る負債 192,293 193,954

長期預り保証金 4,500 5,500

固定負債合計 7,995,212 7,971,721

負債合計 20,084,253 19,952,442

純資産の部

株主資本

資本金 2,712,335 2,712,335

資本剰余金 1,724,259 1,724,259

利益剰余金 4,996,114 5,065,586

自己株式 △943,674 △943,674

株主資本合計 8,489,035 8,558,508

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,504,280 2,704,345

繰延ヘッジ損益 24,693 △3,787

退職給付に係る調整累計額 15,323 11,857

その他の包括利益累計額合計 2,544,297 2,712,414

新株予約権 2,997 3,996

純資産合計 11,036,329 11,274,918

負債純資産合計 31,120,583 31,227,361
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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 2021年11月１日
　至 2022年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
　至 2023年１月31日)

売上高 4,948,435 5,288,407

売上原価 3,857,261 4,074,815

売上総利益 1,091,173 1,213,592

販売費及び一般管理費 964,091 1,042,105

営業利益 127,081 171,486

営業外収益

受取配当金 14,564 21,540

受取賃貸料 3,612 2,652

仕入割引 20,642 20,957

有価証券運用益 ― 18,442

その他 4,825 3,912

営業外収益合計 43,645 67,506

営業外費用

支払利息 13,306 14,736

有価証券運用損 34,004 ―

その他 156 1,511

営業外費用合計 47,467 16,248

経常利益 123,259 222,744

特別利益

投資有価証券売却益 1,550 ―

特別利益合計 1,550 ―

税金等調整前四半期純利益 124,810 222,744

法人税、住民税及び事業税 16,365 34,294

法人税等調整額 42,379 44,587

法人税等合計 58,745 78,882

四半期純利益 66,065 143,862

親会社株主に帰属する四半期純利益 66,065 143,862
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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 2021年11月１日
　至 2022年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
　至 2023年１月31日)

四半期純利益 66,065 143,862

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 55,899 200,064

繰延ヘッジ損益 ― △28,481

退職給付に係る調整額 △6,416 △3,466

その他の包括利益合計 49,483 168,117

四半期包括利益 115,548 311,979

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 115,548 311,979
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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。

　


