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（百万円未満切捨て）

（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11月期第３四半期 37,088 △9.8 705 △46.7 1,262 △10.3 886 1.9

2020年11月期第３四半期 41,133 △17.9 1,323 △32.2 1,408 △29.5 869 △59.8

（注）包括利益 2021年11月期第３四半期 1,216百万円（74.4％） 2020年11月期第３四半期 697百万円（△65.5％）

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11月期第３四半期 106.17 －

2020年11月期第３四半期 104.12 －

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11月期第３四半期 43,149 24,066 54.0 2,789.22

2020年11月期 42,630 23,159 52.7 2,692.84

（参考）自己資本 2021年11月期第３四半期 23,310百万円 2020年11月期 22,450百万円

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11月期 － 24.00 － 20.00 44.00

2021年11月期 － 20.00 －

2021年11月期（予想） － 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

１．2021年11月期第３四半期の連結業績（2020年12月１日～2021年８月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

2021年9月29日付で当社の普通株式が上場廃止となったことを踏まえ、配当予想及び業績予想は行っておりませ

ん。



（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）： 有

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む）
2021年11月期３

Ｑ
9,327,700株 2020年11月期 9,327,700株

②  期末自己株式数
2021年11月期３

Ｑ
970,438株 2020年11月期 990,636株

③  期中平均株式数（四半期累計）
2021年11月期３

Ｑ
8,351,465株

2020年11月期３

Ｑ
8,354,996株

※  注記事項

新規  1社  （社名）PT. UNIQUE SOLUTIONS INDONESIA、除外  1社  （社名）MARUKA EXPORT(THAILAND) CO., 

LTD.

（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）期末自己株式には「役員向け株式給付信託」及び「従業員向け株式給付信託」が保有する当社株式（2021年
11月期第３四半期　223,050株、2020年11月期　143,450株）が含まれております。また、「役員向け株式給
付信託」及び「従業員向け株式給付信託」が保有する当社株式を、期中平均株式数（四半期累計）の計算に
おいて控除する自己株式に含めております。

※  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

当社は、2021年９月29日付で上場廃止となっており、フルサト工業株式会社との共同株式移転の方法により2021年

10月１日付で、共同持株会社となるフルサト・マルカホールディングス株式会社を設立しております。

また、2021年９月29日付で上場を廃止していることから、四半期報告書を提出しない予定であり、提出予定日を記

載しておりません。
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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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、依然として厳しい

状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増しております。先行きにつきましては、ワク

チン接種の推進による感染症対策の効果の発現と合わせて持ち直しへの動きが継続することが期待されますが、収束

時期は未だ見通せず、経済下振れリスクの高まりに十分注意する必要があります。

海外においては、中国では景気は緩やかに回復し、米国でもワクチン接種の進展を背景に景気は着実に持ち直して

いますが、東南アジア地域ではワクチン接種率の低い国での新型コロナウイルス感染の再拡大により、ロックダウン

等による経済活動の抑制がされるなど厳しい状況が続いております。

このような状況の中で、当社グループは、「ＭＡＲＵＫＡ　ＵＮＩＱＵＥ　ＳОＬＵＴＩОＮＳ　'21　変革と創

世　新たな時代の先駆者へ」を今年度のスローガンとして各種施策に取り組んでおり、前連結会計年度には大きく減

らした受注残も、当第３四半期連結累計期間における受注の回復によって改善の傾向を示しています。

その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は売上高37,088百万円（前年同期比9.8％減）となりました。利

益面につきましては、売上高減少に伴う売上総利益の減少により営業利益は705百万円（同46.7％減）、経常利益は

連結子会社における助成金収入の計上等によって1,262百万円（同10.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は886百万円（同1.9％増）となりました。

セグメントの状況は、次のとおりであります。

［産業機械部門］

産業機械部門では、国内は全般的な景気停滞による製造業を中心とした生産調整等の影響により、自動車関連業界

向けに工作機械及び産業機械の販売が減少いたしました。

海外売上高は海外経済の改善を背景に回復傾向にあります。

米州では、精密機械・医療器具製造業界向けに射出成形機の販売が伸長いたしました。

中国では自動車及び二輪業界への売上が伸長し、アジア地域では一部の地域でロックダウン等による営業活動の制

限の影響により売上が減少したものの、インドネシア及びマレーシアでは自動車及び二輪業界向けの売上が増加しま

した。

この結果、当部門の経営成績は売上高31,580百万円（前年同期比8.6％減）となり、営業利益は1,369百万円（同

28.9％減）となりました。

［建設機械部門］

建設機械部門では、新型コロナウイルス感染症による工事の一時中止や工期、発注の延期の影響により、建設用ク

レーンの販売、中古機械の販売及びレンタル部門の売上が減少いたしました。

この結果、当部門の経営成績は売上高5,457百万円（前年同期比16.4％減）となり、営業利益は187百万円（同

23.0％減）となりました。

［その他］

当セグメントは、保険部門の経営成績を示しております。

当部門の経営成績は売上高50百万円（前年同期比13.1％増）となり、営業利益は27百万円（同15.1％増）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は43,149百万円となり、前連結会計年度末と比較して518百万円増加

いたしました。これは主に現金及び預金の増加（前期末比1,981百万円増）、その他流動資産の減少（同1,161百万

円減）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は19,083百万円となり、前連結会計年度末と比較して387百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加（前期末比1,578百万円増）、電子記録債務の減少（同1,094百

万円減）、短期借入金の減少（同773百万円減）、長期借入金の減少（同684百万円減）、その他流動負債の増加

（同439百万円増）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24,066百万円となり、前連結会計年度末と比較して906百万円増加

いたしました。これは主に利益剰余金の増加（前期末比545百万円増）、その他有価証券評価差額金の増加（同98百

万円増）、為替換算調整勘定の増加（同178百万円増）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

当社は、2021年９月29日付で上場を廃止していることから業績予想を記載しておりません。

当社の完全親会社であるフルサト・マルカホールディングス株式会社の業績予想につきましては、決まり次第開示

させていただきます。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,850,859 11,832,150

受取手形及び売掛金 13,906,600 13,827,107

電子記録債権 2,501,355 2,725,582

有価証券 200,000 100,000

商品及び製品 3,418,041 2,783,150

仕掛品 439,564 656,007

原材料及び貯蔵品 126,050 134,421

その他 3,359,565 2,198,307

貸倒引当金 △89,177 △72,802

流動資産合計 33,712,860 34,183,923

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,577,618 3,668,158

減価償却累計額 △976,562 △1,066,869

建物及び構築物（純額） 2,601,055 2,601,288

機械装置及び運搬具 906,074 934,343

減価償却累計額 △638,227 △678,668

機械装置及び運搬具（純額） 267,847 255,674

工具、器具及び備品 502,453 551,981

減価償却累計額 △325,214 △370,280

工具、器具及び備品（純額） 177,239 181,701

貸与資産 2,752,467 2,657,207

減価償却累計額 △1,602,775 △1,512,906

貸与資産（純額） 1,149,691 1,144,301

リース資産 148,834 151,152

減価償却累計額 △114,096 △108,760

リース資産（純額） 34,738 42,392

土地 2,321,748 2,368,344

建設仮勘定 － 11,466

有形固定資産合計 6,552,320 6,605,168

無形固定資産

のれん 268,737 220,124

その他 238,813 215,886

無形固定資産合計 507,550 436,010

投資その他の資産

投資有価証券 1,234,892 1,166,116

繰延税金資産 250,047 193,914

その他 456,908 652,826

貸倒引当金 △83,954 △88,402

投資その他の資産合計 1,857,894 1,924,455

固定資産合計 8,917,765 8,965,634

資産合計 42,630,626 43,149,558

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）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,554,860 8,133,585

電子記録債務 7,253,699 6,159,126

短期借入金 1,326,545 552,656

1年内返済予定の長期借入金 59,844 55,629

未払法人税等 97,781 104,400

賞与引当金 － 153,737

従業員株式給付引当金 － 60,752

製品保証引当金 62,658 36,047

その他 2,648,146 3,087,590

流動負債合計 18,003,536 18,343,525

固定負債

長期借入金 1,112,565 428,431

繰延税金負債 25,029 25,447

再評価に係る繰延税金負債 32,668 32,668

役員退職慰労引当金 55,104 63,992

役員株式給付引当金 59,295 34,839

退職給付に係る負債 44,614 43,085

その他 138,128 111,454

固定負債合計 1,467,405 739,920

負債合計 19,470,942 19,083,446

純資産の部

株主資本

資本金 1,414,415 1,414,415

資本剰余金 1,398,498 1,435,898

利益剰余金 21,227,424 21,772,895

自己株式 △1,599,093 △1,604,674

株主資本合計 22,441,245 23,018,534

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 126,164 225,066

繰延ヘッジ損益 △43 △79

土地再評価差額金 39,596 39,596

為替換算調整勘定 △112,831 65,833

退職給付に係る調整累計額 △43,771 △38,733

その他の包括利益累計額合計 9,115 291,683

非支配株主持分 709,323 755,894

純資産合計 23,159,683 24,066,112

負債純資産合計 42,630,626 43,149,558
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 41,133,957 37,088,249

売上原価 35,113,338 31,680,783

売上総利益 6,020,618 5,407,466

割賦販売未実現利益戻入額 30,374 37,027

割賦販売未実現利益繰入額 24,663 14,771

差引売上総利益 6,026,329 5,429,722

販売費及び一般管理費 4,702,877 4,724,561

営業利益 1,323,451 705,161

営業外収益

受取利息 49,597 43,200

受取配当金 28,714 18,259

固定資産売却益 29,175 35,781

不動産賃貸料 35,103 35,644

助成金収入 － 270,165

為替差益 － 127,414

雑収入 64,603 80,080

営業外収益合計 207,195 610,546

営業外費用

支払利息 35,613 21,465

不動産賃貸費用 24,374 24,292

為替差損 55,871 －

雑損失 6,640 7,380

営業外費用合計 122,500 53,138

経常利益 1,408,146 1,262,569

特別利益

固定資産売却益 8,299 18,599

特別利益合計 8,299 18,599

特別損失

固定資産売却損 1,224 179

固定資産除却損 98 1,561

投資有価証券評価損 2,609 －

特別損失合計 3,931 1,741

税金等調整前四半期純利益 1,412,513 1,279,428

法人税等 517,294 365,579

四半期純利益 895,219 913,848

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,289 27,160

親会社株主に帰属する四半期純利益 869,929 886,688

（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12月１日
　至　2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純利益 895,219 913,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △179,325 99,111

繰延ヘッジ損益 4,479 △36

為替換算調整勘定 △27,424 198,893

退職給付に係る調整額 4,686 5,038

その他の包括利益合計 △197,584 303,007

四半期包括利益 697,634 1,216,855

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 687,571 1,169,258

非支配株主に係る四半期包括利益 10,063 47,596

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の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しております。

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
産業機械 建設機械 計

売上高

外部顧客への売

上高
34,559,941 6,529,421 41,089,363 44,594 41,133,957 － 41,133,957

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 34,559,941 6,529,421 41,089,363 44,594 41,133,957 － 41,133,957

セグメント利益 1,924,635 243,059 2,167,694 23,849 2,191,544 △868,093 1,323,451

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
産業機械 建設機械 計

売上高

外部顧客への売

上高
31,580,172 5,457,631 37,037,803 50,445 37,088,249 － 37,088,249

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 31,580,172 5,457,631 37,037,803 50,445 37,088,249 － 37,088,249

セグメント利益 1,369,160 187,084 1,556,245 27,445 1,583,690 △878,529 705,161

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年12月１日　至　2020年８月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険の代理店業等を行

っております。

２．セグメント利益の調整額△868,093千円は、各セグメントに帰属していない当社の管理部門に係る

費用等であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年12月１日　至　2021年８月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険の代理店業等を行

っております。

２．セグメント利益の調整額△878,529千円は、各セグメントに帰属していない当社の管理部門に係る

費用等であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（重要な後発事象）

（フルサト工業株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合について）

当社とフルサト工業株式会社は、2021年10月１日をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社とな

るフルサト・マルカホールディングス株式会社を設立いたしました。共同持株会社の設立に伴い、完全子会社と

なる当社株式は、2021年９月29日付で上場廃止となり、2021年10月１日付でフルサト・マルカホールディングス

株式会社が東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。

詳細につきましては、2021年５月７日公表の「株式会社マルカとフルサト工業株式会社との共同持株会社設立

（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」、2021年５月11日公表の「（開示事項の変更） 株式会社マル

カとフルサト工業株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」及び2021年10

月１日公表の「フルサト・マルカホールディングス株式会社の設立に関するお知らせ」をご参照ください。

- 8 -

㈱マルカ　2021年11月期　第3四半期決算短信


	上場廃止となった子会社（株式会社マルカ）に関する決算開示について
	2021年11月期　第3四半期決算短信（全文）

