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(百万円未満切捨て)

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)

　

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に

帰属する四半期利益

四半期包括利益

合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年９月期第３四半期 26,925 0.1 2,476 △32.8 2,294 △33.4 1,479 △36.4 1,477 △36.4 3,193 3.1

2020年９月期第３四半期 26,892 △8.4 3,686 9.0 3,445 9.4 2,326 16.2 2,323 14.1 3,099 425.2
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年９月期第３四半期 11.21 11.20

2020年９月期第３四半期 17.34 17.34
（注）前第３四半期連結累計期間の希薄化後１株当たり四半期利益は、潜在株式が存在しないため基本的１株当たり四半期利益と同額でありま

す。

（２）連結財政状態
　

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年９月期第３四半期 53,977 36,156 36,042 66.8

2020年９月期 55,560 33,639 33,487 60.3
（注）当第３四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年９月期に係る各数値については、暫

定的な会計処理の確定を反映しております。

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９月期 － 0.00 － 5.29 5.29

2021年９月期 － 0.00 －

2021年９月期(予想) － －

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

(注)２．2021年９月期の配当は配当性向25％を基準に配当実施する予定です。

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)

売上収益 営業利益
親会社の所有者に

帰属する当期利益

基本的１株当たり

当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 38,476 8.7 3,434 38.2 2,033 74.9 15.43
(注)１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

(注)２．当第３四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年９月期に係る各数値については、

暫定的な会計処理の確定を反映しております。これに伴い対前期増減率についても反映後の数値にて計算しております。

　



※ 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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更
　

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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

（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９月期３Ｑ 134,239,870株 2020年９月期 134,239,870株

② 期末自己株式数 2021年９月期３Ｑ 2,458,256株 2020年９月期 2,458,256株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期３Ｑ 131,781,614株 2020年９月期３Ｑ 134,052,823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

・決算補足資料、個人投資家向け説明会資料、事業戦略説明資料等は、当社ホームページをご覧ください。
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１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(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

流動資産

現金及び現金同等物 15,962,746 13,254,374

売掛金及びその他の短期債権 4,723,158 4,965,346

その他の短期金融資産 624,112 537,705

その他の流動資産 1,773,193 2,452,782

流動資産合計 23,083,211 21,210,209

非流動資産

有形固定資産 1,756,982 1,488,838

使用権資産 4,476,985 3,624,174

のれん 19,421,525 20,966,262

無形資産 2,982,628 3,062,564

持分法で会計処理されている投資 447,167 340,900

その他の長期金融資産 2,071,117 2,085,178

繰延税金資産 1,307,541 1,150,606

その他の非流動資産 13,275 49,195

非流動資産合計 32,477,223 32,767,721

資産合計 55,560,435 53,977,930
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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)

負債及び資本

負債

流動負債

買掛金及びその他の短期債務 2,664,624 3,186,671

借入金 8,631,569 6,896,635

リース負債 832,799 750,884

未払法人所得税 1,249,737 237,648

引当金 42,333 －

その他の流動負債 2,594,973 1,580,288

流動負債合計 16,016,038 12,652,128

非流動負債

借入金 767,298 838,720

リース負債 3,720,010 2,950,164

引当金 510,657 510,914

その他の長期金融負債 － 24,605

繰延税金負債 551,123 500,710

その他の非流動負債 356,171 343,774

非流動負債合計 5,905,261 5,168,889

負債合計 21,921,299 17,821,018

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 9,716,363 9,716,363

資本剰余金 9,922,957 9,983,820

利益剰余金 16,834,306 17,614,356

自己株式 △1,009,262 △1,009,262

その他の資本の構成要素 △1,976,672 △262,463

親会社の所有者に帰属する持分合計 33,487,692 36,042,813

非支配持分 151,443 114,098

資本合計 33,639,135 36,156,912

負債及び資本合計 55,560,435 53,977,930
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(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)

売上収益 26,892,309 26,925,657

売上原価 3,143,453 2,892,790

売上総利益 23,748,856 24,032,867

販売費及び一般管理費 20,074,208 21,358,342

その他の収益 116,748 71,652

その他の費用 104,627 269,692

営業利益 3,686,769 2,476,484

金融収益 1,604 23,397

金融費用 75,689 82,687

持分法投資損益（損失は△） △167,413 △123,006

税引前四半期利益 3,445,271 2,294,186

法人所得税費用 1,118,724 814,770

四半期利益 2,326,547 1,479,416

以下に帰属する四半期利益

親会社の所有者に帰属 2,323,861 1,477,174

非支配持分に帰属 2,685 2,242

合計 2,326,547 1,479,416

(単位：円)

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益 17.34 11.21

希薄化後１株当たり四半期利益 17.34 11.20
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第３四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

売上収益 7,706,988 9,072,764

売上原価 869,359 890,466

売上総利益 6,837,629 8,182,297

販売費及び一般管理費 5,651,993 7,464,424

その他の収益 96,684 31,685

その他の費用 33,796 60,675

営業利益 1,248,523 688,883

金融収益 0 13,983

金融費用 28,851 26,076

持分法投資損益（損失は△） △54,105 △43,534

税引前四半期利益 1,165,566 633,255

法人所得税費用 317,172 186,280

四半期利益 848,394 446,974

以下に帰属する四半期利益（損失は△）

親会社の所有者に帰属 846,993 449,790

非支配持分に帰属 1,400 △2,815

合計 848,394 446,974

(単位：円)

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益 6.33 3.41

希薄化後１株当たり四半期利益 6.33 3.41
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要約四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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)

四半期利益 2,326,547 1,479,416

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

FVTOCIの資本性金融資産 230,260 56,488

純損益に振り替えられることのない
項目合計

230,260 56,488

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

為替換算差額 546,329 1,637,621

持分法適用会社におけるその他の包括
利益に対する持分

△3,944 20,422

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

542,384 1,658,043

その他の包括利益(税引後) 772,645 1,714,532

四半期包括利益合計 3,099,192 3,193,949

以下に帰属する四半期包括利益

親会社の所有者に帰属 3,096,464 3,191,383

非支配持分に帰属 2,727 2,565

合計 3,099,192 3,193,949
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第３四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

四半期利益 848,394 446,974

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

FVTOCIの資本性金融資産 △1,137 3,583

純損益に振り替えられることのない
項目合計

△1,137 3,583

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

為替換算差額 517,147 353,152

持分法適用会社におけるその他の包括
利益に対する持分

△14,570 15,638

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

502,577 368,791

その他の包括利益(税引後) 501,439 372,374

四半期包括利益合計 1,349,833 819,349

以下に帰属する四半期包括利益

親会社の所有者に帰属 1,348,297 822,188

非支配持分に帰属 1,536 △2,838

合計 1,349,833 819,349
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

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)

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の

資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計

2019年10月１日残高 9,716,363 9,922,432 16,086,854 △9,114 △3,165,034 32,551,501 75,982 32,627,484

四半期利益 － － 2,323,861 － － 2,323,861 2,685 2,326,547

その他の包括利益 － － － － 772,603 772,603 42 772,645

四半期包括利益合計 － － 2,323,861 － 772,603 3,096,464 2,727 3,099,192

利益剰余金への振替 － － 184,243 － △184,243 － － －

剰余金の配当 － － △590,327 － － △590,327 △1,209 △591,537

自己株式の取得 － － － △522,363 － △522,363 － △522,363

企業結合による増加 － － － － － － 1,000 1,000

非支配持分株主との資
本取引

－ 13,309 － － － 13,309 16,690 30,000

連結除外に伴う増減 － － － － － － △672 △672

所有者との取引額等合計 － 13,309 △406,084 △522,363 △184,243 △1,099,381 15,808 △1,083,573

2020年６月30日残高 9,716,363 9,935,742 18,004,631 △531,478 △2,576,674 34,548,584 94,518 34,643,103

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)

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の

資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計

2020年10月１日残高 9,716,363 9,922,957 16,834,306 △1,009,262 △1,976,672 33,487,692 151,443 33,639,135

四半期利益 － － 1,477,174 － － 1,477,174 2,242 1,479,416

その他の包括利益 － － － － 1,714,208 1,714,208 323 1,714,532

四半期包括利益合計 － － 1,477,174 － 1,714,208 3,191,383 2,565 3,193,949

剰余金の配当 － － △697,124 － － △697,124 △20,175 △717,299

企業結合による増加 － － － － － － 8,094 8,094

株式報酬取引 － 37,771 － － － 37,771 － 37,771

非支配持分株主との資
本取引

－ 23,091 － － － 23,091 △27,829 △4,737

所有者との取引額等合計 － 60,862 △697,124 － － △636,261 △39,910 △676,172

2021年６月30日残高 9,716,363 9,983,820 17,614,356 △1,009,262 △262,463 36,042,813 114,098 36,156,912
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 3,445,271 2,294,186

減価償却費及び償却費 1,507,032 1,500,086

金融収益 △1,604 △23,397

金融費用 75,689 82,687

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

1,180,799 △101,624

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

△1,331,056 319,372

その他 △358,799 △1,471,104

小計 4,517,331 2,600,207

利息及び配当金の受取額 16,778 1,008

利息の支払額 △73,919 △85,163

法人所得税の支払額 △1,289,965 △1,983,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,170,225 533,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の取得による支出 △68,802 △100,000

資本性金融資産の売却による収入 505,127 －

有形固定資産の取得による支出 △480,780 △73,295

有形固定資産の売却による収入 1,113 1,572

無形資産の取得による支出 △234,562 △239,059

事業譲受による支出 － △402,536

子会社の取得による支出 － △3,216

子会社の取得による収入 － 4,458

貸付による支出 △727,500 △718,000

貸付金の回収による収入 468,715 736,659

その他 △1,495 276,639

投資活動によるキャッシュ・フロー △538,184 △516,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 7,230,000 －

短期借入金の返済による支出 △3,230,000 △1,151,549

長期借入れによる収入 2,168,300 234,000

長期借入金の返済による支出 △583,345 △750,843

配当金の支払額 △590,226 △697,193

リース負債の返済による支出 △670,855 △635,166

非支配持分への配当金の支払額 △1,881 △20,175

非支配持分からの子会社持分取得による
支出

－ △17,539

非支配持分からの払込による収入 31,000 11,700

自己株式の取得による支出 △522,363 －

自己株式取得のための預託金支出 △497,693 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,332,934 △3,026,767

現金及び現金同等物の為替変動による影響 29,742 302,140

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,994,717 △2,708,372

現金及び現金同等物の期首残高 9,239,027 15,962,746

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,233,745 13,254,374
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 後発事象

該当事項はありません。

　


