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株式会社フジ・コーポレーション
証券コード ： 7605 フジ・コーポレーションは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

010_0739301302301.indd   1010_0739301302301.indd   1 2023/01/13   18:30:192023/01/13   18:30:19



弊社は1971年に創業して以来50年以上にわたり、
現代の日本人の生活に欠かすことのできないクルマの
重要なパーツであるタイヤとホイールに扱い商品を 
特化し、【モビリティへの貢献】を目指し続けており
ます。
近年、コロナ禍、ウクライナ情勢、為替変動等は

私たちの生活に大きな影響をもたらしています。また、
昨今の異常気象による地球温暖化、化石燃料の枯渇の
影響を受け、車業界は脱炭素へ向けた大きな変革期が
訪れています。
このマーケットの変革に備え、また益々多様化 

する顧客のニーズに応える為に2020年9月には最新の
自動倉庫を順調に稼働させ、AI化による業務効率及び、
社員の仕事の質を高め、その結果第50期は過去最高の
増収増益となりました。
2023年も引き続き私たちの企業ミッションである

【お客様満足度の向上】をより一層強固に推し進める
為、新たな独自の社員育成プログラムをスタートし、
専門知識、技術、ホスピタリティの向上を図って 
参ります。
車業界の大変革によるEVやFCV等の電動化や 

デジタル化（自動運転）は弊社にとっても大きな影響
を与えることになります。このような様々な変革に 
いち早く対応すべく、今後も多方面に挑戦し続け業界
の枠にとらわれることなく、ユニークな発想を持って、
お客様のニーズに迅速に対応し、ご満足いただける 
フジ・コーポレーションとして【持続可能な成長】を
目指して参りますので、今後ともより一層のご支援、
お引き立てを賜ります様、よろしくお願い申しあげます。

代表取締役社長

2023年1月

ご あ い さ つ Message from President
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■プライベートブランド
　基幹システム「FACE」に蓄積されたデータを元に売れ筋
商品を割り出し、アルミホイールのプライベートブランド
をメーカーと共同で開発しております。ナショナルブランド
の価格競争による利益率低下を回避し、最新のデザイン、
機能を持った商品の開発をより早く行う事で売上ボリューム	
及び利益率の増加につなげております。また、これらの	
商品を積極的販売商品として位置付け、ホームページや	
雑誌等に積極的な宣伝活動を行い、当社各店舗及び全国の
卸業者様を通じ、一般小売店にも販売いただいております。

■輸入
　当社は取り扱い商品の調達を国内のみならず独自の輸入
ルートによる海外調達も行っております。一時期、海外の
一流メーカー商品は、複雑な流通機構の為に一般消費者に
渡るころには、現地価格と比較してかなり高い物になって
おりました。当社は頻繁に海外で行われる自動車用品の見
本市に出向き、現地メーカーや貿易商社との交渉を行い、
独自の仕入ルートを開拓する事で、現地とほぼ同じ価格で
販売出来る体制を構築しております。

　当社のネットワーク基幹システム「FACE」は、本社各部署・
ロジスティクス及び営業店舗に配置されたコンピュータを
専用回線で結んでネットワークを構成したもので、これに
よって全社の仕入データ・販売データ及び顧客情報をリアル	
タイムで更新しております。「FACE」を活用する事で販売
戦略の基本となるすべての必要情報がリアルタイムで引き
出せ、機を逃すことのない経営指針の決定を行っており	
ます。また、受注管理・販売管理・入金管理・仕入管理・
在庫管理・店舗管理・人事管理・経営管理、これらすべて
のデータを本社サーバーに持たせたLANの構築により、	
事務処理の軽減化を図り、さらにはデータの一括処理を	
容易なものにすることで状況判断をより迅速に行っており
ます。なお、顧客情報については、サーバーの分離及び	
アクセス権を厳重管理しております。

システム

広域
LAN

自動組込
装置

BCP

オリジナル商品・輸入 ニーズを的確に捉えた商品戦略

経 営 戦 略 Strategy
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基幹システム【FACE】 データを共有化し、マルチリンクさせた基幹システム
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フジ・コーポレーションは東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大選手とのイメージキャラクター契約を締結し、
応援しております。この度のスポーツ応援活動を含め、幅広い社会活動への貢献をして参ります。

フジ・コーポレーション イメージキャラクター
東北楽天ゴールデンイーグルス  田中将大選手

経 営 戦 略 Strategy

SDGsへの取り組み

　認知及び購入に直結する広告は車所有者を
ターゲットにしつつ、多くの人が接触する媒体
を選定。WEBを中心とした検索・動画広告をは
じめ、SNSプラットフォーム上での広告配信な
ど日毎に変わるトレンドを常に意識し積極的に
出稿しています。合わせて既存の主力媒体とな
るテレビCMや新聞広告へも出稿する事により
地域・性別・年齢にとらわれない幅広い顧客の
獲得を狙っております。
　また、市場価格調査を日々行い、変動する流
通価格を確認し、販売価格を随時更新する事
で価格面での訴求力も向上させています。新
規顧客を囲い込むとともに、ご購入者の満足度
を高めてリピート購入率アップにも尽力してお
ります。

　当社は、SDGs(持続可能な開発目標)への取
り組みの一環として、お客様をはじめ、社員の
健康に留意するとともにジェンダー平等や、働
きやすさ、働きがいのある職場環境の整備を
行っております。また、資材のリサイクルやペー
パーレス、省エネなど環境にも
配慮した事業運営を進めており
ます。6つの目標を策定し、積極
的な取り組みをしております。

www.fujicorporation.com

ネットショッピングのご案内
　今はWEBを通して何でも買い物
が出来る時代となりましたが、当社
は早くから通信販売に着目し業界を
リードして参りました。長年培ってき
た信頼とサービスを基にこれからも
ネットショッピングのコンテンツを充
実するなどし、他社との差別化を図っ
て参ります。
　また、昨年構築した“ワインショッ
プフジ”の取り扱い点数を増大させ
る事により取引件数も増加。サイト
間移動の閲覧による相互作用効果で
双方の販売機会を向上させ、売上を
拡大させており
ます。

広告・PR戦略

詳しくはこちらから 

経 営 戦 略 Strategy
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販売戦略 多岐にわたる戦略的販売方法

■店舗販売
　店舗販売では、地域に密着した郊外型ロードサイドの
店舗を設置し、大型チェーンとは一線を画したタイヤ・
ホイールの専門店の位置付けで顧客ニーズにターゲット
を当てた販売を行っております。最近の動向として、顧
客ニーズが廉価品と高級指向への二極化が顕著になって
おり、当社においても、売れ筋商品にその傾向がみられ
ます。その為、店舗開発を「ブランド志向」に振り、店
舗形態（タイヤ＆ホイール館、スペシャルブランド、フ
ジファイブデイズ）に係らず「オシャレなお店」をテー
マとし、おしゃれな家具やソファー等を置き、店内造形
も工夫を凝らし、お客様がゆったりと店内でくつろげる
空間づくりをしております。商品構成にも、店内空間に
もこだわった「心地よいお店」をプロデュースしていき
ます。

■通信販売
　通信販売では、従来は電話での受注を中心に行って
参りましたが、主流となったECサイトでの販売にター
ゲットを移しております。ECサイトで販売している商
品は、圧倒的なアイテム数を誇り、その豊富な商品の
中からお客様のニーズにあった商品を24時間お好きな
時に簡単にご注文いただけます。自社HPをはじめ主力
モールへも出店し、お客様の購買ニーズに合ったルー
トでお買い求めいただけるよう販売網も強化。注文を受
けた商品は、可能な限り人の作業を介さず処理をする
事で正確かつスピーディにお届け致します。
　また、サイトにはSSLを導入しており、安心してネッ
トショッピングを楽しめるようになっております。

■業者販売
　業者販売では、ロジスティクスや店舗の豊富な商品
在庫を活かし、価格的にも品質的にも競争力のある商
品を経験豊かなセールススタッフが、カーディーラー
様、大手ガソリンスタンド様等を定期的に訪問し販売
しております。また、店舗のネットワークを活用し、販
売先様への万全なサポート体制を構築しております。今
後も新規出店に伴いエリアを広げ、取引先様の開拓に
努めて取引量の拡大を図って参ります。その中で得た最
新の顧客ニーズを新たな商品開発及び輸入に活かして
いきます。
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タイヤショップ
全国48店舗で展開しています。
● ■ ◆

北海道地区
●	スペシャルブランド	札幌清田店
〒004-0859　北海道札幌市清田区清田188-1
TEL：011（888）5555

◆	札幌西店
〒006-0004　北海道札幌市手稲区西宮の沢四条4-18-38
TEL：011（691）5555

◆	札幌東店
〒007-0808　北海道札幌市東区東苗穂八条3-3-5
TEL：011（791）5555

東北地区
●	スペシャルブランド	R45八戸店
〒031-0813　青森県八戸市大字新井田字寺窪6-1
TEL：0178（30）1003

●	スペシャルブランド	盛岡店
〒020-0866　岩手県盛岡市本宮6-26-8
TEL：019（635）3333

●	スペシャルブランド	北上店
〒024-0072　岩手県北上市北鬼柳33地割65-1
TEL：0197（62）8540

■	一関店
〒021-0053　岩手県一関市山目字中野151-1
TEL：0191（33）2020

●	スペシャルブランド	富谷WILD店
〒981-3341　宮城県富谷市成田1-7-1
TEL：022（351）5555
	ワインショップ	フジ

〒981-3341　宮城県富谷市成田1-7-1
TEL：080（4670）5442

●	スペシャルブランド	名取店
〒981-1221　宮城県名取市田高字原295-1
TEL：022（381）5555

■	仙台店
〒983-0821　宮城県仙台市宮城野区岩切1-2-14
TEL：022（255）7000

●	スペシャルブランド	泉バイパス店
〒981-3117	宮城県仙台市泉区市名坂字原田34-3
TEL：022（374）3888

■	石巻店
〒986-0868　宮城県石巻市恵み野1-1-4
TEL：0225（23）5001

■	郡山店
〒963-8041　福島県郡山市富田町字下赤沼12-1
TEL：024（962）2566

●	スペシャルブランド	白河店
〒961-0076　福島県白河市五番町川原52-1
TEL：0248（21）1155

●	スペシャルブランド	福島店
〒960-8163　福島県福島市方木田字水持代3
TEL：024（539）7771

◆	山形店
〒990-2444　山形県山形市南四番町1-1
TEL：023（635）5555

甲信越地区
●	スペシャルブランド	新潟竹尾IC店
〒950-0862　新潟県新潟市東区竹尾4-10-16
TEL：025（256）7755

●	スペシャルブランド	新潟店
〒950-1102　新潟県新潟市西区善久697-1
TEL：025（377）7761

■	長岡店
〒940-0857　新潟県長岡市沖田3-87
TEL：0258（30）0055

●	スペシャルブランド	長野店
〒381-2217　長野県長野市稲里町中央2-15-30
TEL：026（291）0555

■	松本店
〒399-0033　長野県松本市笹賀6531-23
TEL：0263（85）7555

●	スペシャルブランド	甲府店
〒400-0043　山梨県甲府市国母7-9-42
TEL：055（236）3838

関東地区
●	スペシャルブランド	宇都宮店
〒320-0845　栃木県宇都宮市明保野町5-16
TEL：028（637）7755

●	スペシャルブランド	宇都宮東店
〒321-0901　栃木県宇都宮市平出町3545-2
TEL：028（683）0606

■	小山店
〒323-0829　栃木県小山市東城南1-3-7
TEL：0285（31）5500	

●	スペシャルブランド	伊勢崎店
〒372-0801　群馬県伊勢崎市宮子町3469-25
TEL：0270（23）1100

●	スペシャルブランド	高崎店
〒370-0005　群馬県高崎市浜尻町594-1
TEL：027（370）3060

●	スペシャルブランド	新大宮バイパス店
〒331-0045　埼玉県さいたま市西区内野本郷212-1
TEL：048（621）0011

●	スペシャルブランド	川越店
〒350-1162　埼玉県川越市南大塚2-3-7
TEL：049（247）0008

●	スペシャルブランド	千葉穴川店
〒263-0051　千葉県千葉市稲毛区園生町444-10
TEL：043（253）5550

●	スペシャルブランド	柏沼南店
〒277-0922　千葉県柏市大島田538-1
TEL：04（7190）2221

●	スペシャルブランド	水戸店
〒310-0842　茨城県水戸市けやき台3-54
TEL：029（247）8880

●	スペシャルブランド	つくば店
〒305-0818　茨城県つくば市学園南3-20-5
TEL：029（850）3456

●	スペシャルブランド	武蔵村山店
〒208-0004　東京都武蔵村山市本町1-71-1
TEL：042（843）7020

●	スペシャルブランド	練馬店
〒179-0075　東京都練馬区高松3-2-4
TEL：03（5971）2666

■	青梅店
〒198-0024　東京都青梅市新町9-2041-1
TEL：0428（33）3451

◆	江戸川店
〒132-0021　東京都江戸川区中央2-1-18
TEL：03（5662）5519

●	スペシャルブランド	横浜店
〒224-0044　	神奈川県横浜市都筑区川向町区画整理

事業地	街区3-13
TEL：045（471）7720

■	相模原店
〒252-0132　神奈川県相模原市緑区橋本台1-9-5
TEL：042（770）9090

東海・近畿地区
●	スペシャルブランド	静岡店
〒422-8051　静岡県静岡市駿河区中野新田341-5
TEL：054（280）1122

●	スペシャルブランド	浜松店
〒435-0016　静岡県浜松市東区和田町583-1
TEL：053（464）8811

●	スペシャルブランド	R21岐阜店
〒500-8383　岐阜県岐阜市江添2-6-26
TEL：058（276）3330

●	スペシャルブランド	グリーンロード店
〒480-1151　愛知県長久手市久保山1926
TEL：0561（64）2211

●	スペシャルブランド	R1中川店
〒454-0934　愛知県名古屋市中川区西中島2-107
TEL：052（384）2200

●	スペシャルブランド	岡崎店
〒444-0853　愛知県岡崎市三崎町3
TEL：0564（58）0055

●	スペシャルブランド	四日市店
〒510-0884　三重県四日市市泊町4-3
TEL：059（348）6600

●	スペシャルブランド	大阪箕面店
〒562-0004　大阪府箕面市牧落5-1-18
TEL：072（725）0262

●	スペシャルブランド	潮芦屋店
〒659-0035　兵庫県芦屋市海洋町9-3
TEL：0797（31）0003

スペシャルブランド	武蔵村山店

スペシャルブランド	甲府店

スペシャルブランド	大阪箕面店

スペシャルブランド	横浜店

新店
オープン

移転
オープン

移転
オープン

店 舗 紹 介 Shop Information
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ロジスティクス

2020年9月にこれまでの2
倍以上の収納能力をもつ自動
ラック式倉庫1棟が完成した事
で第2ロジスティクスと第3ロ
ジスティクス合わせて敷地面
積14,700坪、自動ラック式倉
庫3棟、タイヤホイール自動組
込機2基となりました。
また、倉庫内部ではSTV（高

速仕分け電動台車）、自動搬送
コンベアが稼働しております。
これにより商品の先取り購入による在庫保有能力の向上、繁忙期の

商品保管体制の改善、かねてからの課題である多様化する顧客ニーズ
への対応、受注から発送までのリードタイムの短縮等が可能となりま
した。
自動倉庫システムは基幹システム「FACE」とリンクしており、基

幹システムからのデータを元に出荷指示を受けた商品が、自動ラック
式倉庫に収納されたパレットから自動で出庫されます。また、出庫作
業は「タイヤホイール自動組込装置」と、独自に構築したラインで組
込、エアー注入、バランス調整、梱包までを自動で行い、自動倉庫シ
ステムとの相乗効果により、発送業務の効率を飛躍的に向上させるこ
とが出来ます。
今後も更なるオートメーション化を推進し、物流業務の改善を行っ

て参ります。

ロジスティクス
第2ロジスティクス
〒981-3341　宮城県富谷市成田1-7-1

第3ロジスティクス
〒981-3341　宮城県富谷市成田9-1-1

スペシャルブランド	新潟店 スペシャルブランド	白河店

第3ロジスティクス

▶自動倉庫システムとタイヤホイール自動組込機

スペシャルブランド	札幌清田店

スペシャルブランド	泉バイパス店

ワインショップ店内
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■営業の概要（2022年10月期）
　当事業年度における我が国の経済は、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により、経済活動が制限される厳しい
状況が続きましたが、ワクチン接種促進等感染拡大防止
の下で、段階的にではありますが様々な緩和策が実施さ
れたことで、明るい兆しが見えてきております。一方で、
ウクライナ情勢等を受けた原材料価格の上昇や米国の
たび重なる金融引き締めからの円安の進行など、供給面
での制約等による下振れリスクや個人消費の動向等、依
然厳しい状況が続くものと思われます。
　このような状況のもと、当社におきましては、第２四半
期会計期間までの好調な冬季商戦の業績に加え、第３四
半期会計期間以降の各タイヤメーカーの値上げによる値
上げ前特需もあり、好調な業績を残すことが出来ました。
　この結果、当事業年度の売上高は43,080百万円（前事
業年度38,847百万円）となりました。売上高を商品別に
見ますと、タイヤ・ホイールは売上金額37,092百万円
（前事業年度32,647百万円）、売上本数3,198千本（前事
業年度比88千本、2.8％増）となりました。用品は売上金
額3,080百万円（前事業年度2,802百万円）、作業料は売
上金額2,907百万円（前事業年度3,397百万円）となって
おります。売上構成比は、タイヤ・ホイール86.1％（前事
業年度84.0％）、用品7.2％（前事業年度7.2％）、作業料
6.7％（前事業年度8.8％）となりました。また、販路別売
上高の状況は、店舗売上高26,541百万円（前事業年度
24,388百万円）、本部売上高16,538百万円（前事業年度
14,459百万円）となっております。
　当事業年度の経営成績を総括致しますと、営業利益
5,055百万円（前事業年度比1,255百万円、33.0％増）、
経常利益5,379百万円（前事業年度1,165百万円、27.7
％増）、当期純利益3,691百万円（前事業年度比827百万
円、28.9％増）となりました。
　なお、「収益認識会計基準」の適用により、売上高が
465百万円減少、販売費及び一般管理費は465百万円減
少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期
純利益への影響はありません。

営 業 概 況 Review of Operations
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財務ハイライト　Financial Highlights

単位：円単位：円EPS（1株当たり当期純利益） BPS（1株当たり純資産額）

売上高 単位：百万円単位：百万円

単位：百万円単位：百万円

営業利益

経常利益 当期純利益

■作業料　　■用品
■タイヤ・ホイール　

34,240

2020年
10月期

29,786

2,323
2,130

3,226

2020年
10月期

2020年
10月期

3,530

2020年
10月期

2,356

2020年
10月期

115.37

2020年
10月期

875.30

2021年
10月期

2021年
10月期

2021年
10月期

2021年
10月期

2021年
10月期

2021年
10月期

2022年
10月期

2022年
10月期

2022年
10月期

2022年
10月期

2022年
10月期

2022年
10月期

32,647

2,802
3,397

3,799

2,8644,214

140.11
995.81

38,847
43,080

37,092

3,080
2,907

5,055

3,6915,379

184.04 1,151.77
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会社概要（2022年10月31日現在）

役員（2023年1月30日現在）

株式情報（2022年10月31日現在）

大株主

商号 株式会社フジ・コーポレーション
（英文会社名：FUJI	CORPORATION）

所在地 〒981-3341
宮城県富谷市成田1-7-1

設立 1971年11月
資本金 1,236,515,600円
事業内容 自動車用タイヤ・ホイール・カー用品の販売
従業員数 492名（パート・アルバイト等は除く）

代表取締役社長 遠藤　文樹 常勤監査役 林田　昭一
専務取締役 佐々木　正男 常勤監査役 邊見　慶二郎
常務取締役 千葉　和博 監査役 佐藤　茂
常務取締役 多賀　睦実 監査役 檜山　公夫
取締役 川村　尚言
取締役 小林　秀貴
取締役 中村　賢二
取締役 大江　惠子
取締役 吉田　邦光

発行可能株式総数 60,800,000株
発行済株式総数 19,528,390株（自己株式441,610株を除く。）
株主数 10,944名（前期比6,341名減）

株主名 持株数（株） 持株比率（%）
遠藤文樹 7,682,900 39.34
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,515,800 7.76
佐々木正男 1,154,900 5.91
NORTHERN	TRUST	CO.(AVFC)	RE	FIDELITY	FUNDS 663,800 3.40
㈱日本カストディ銀行（信託口） 641,200 3.28
BBH	FOR	FIDELITY	LOW-PRICED	STOCK	FUND	
(PRINCIPAL	ALL	SECTOR	SUBPORTFOLIO) 466,073 2.39

㈱七十七銀行 462,000 2.37
㈱三菱ＵＦＪ銀行 440,000 2.25
SMBC日興証券㈱ 394,300 2.02
BBH	FOR	FIDELITY	PURITAN	TR:	FIDELITY	
SR	INTRINSIC	OPPORTUNITIES	FUND 378,580 1.94

（注）	持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して算出しております。

本社外観

所有者別株式分布状況（2022年10月31日現在）

66.90%

16.96%

13.07%

0.77%
1.01% 0.21%

0.13%

■個人その他　■その他法人　■外国法人等　■金融商品取引業者　■金融機関

所有者別の株主数 所有者別の株式数

0.76%

2.31%

97.88%

会 社 デ ー タ Corporate Data
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貸借対照表

単位：千円　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科　目 当　期
2022年10月31日現在

前　期
2021年10月31日現在

資産の部
流動資産 16,388,359 14,658,664
　現金及び預金 816,319 2,396,522
　売掛金 3,615,071 3,236,165
　商品 9,622,548 6,618,721
　前払費用 773,307 622,434
　未収入金 1,461,241 1,714,880
　１年以内回収予定建設協力金 37,239 29,265
　その他 82,414 57,125
　貸倒引当金 △	19,782 △	16,452
固定資産 15,140,331 14,707,444
　有形固定資産 13,117,742 13,061,698
　　建物 5,612,772 5,778,332
　　建物附属設備 683,250 746,299
　　構築物 389,747 420,395
　　機械装置 2,210,467 2,646,250
　　車両運搬具 68,444 52,897
　　工具器具及び備品 113,182 95,436
　　土地 3,059,515 3,055,115
　　リース資産 536,566 266,971
　　建設仮勘定 443,795 ―
　無形固定資産 244,224 257,021
　　商標権　　 1,282 1,577
　　ソフトウェア 235,806 247,391
　　リース資産 2,016 2,822
　　電話加入権 4,212 4,212
　　水道施設利用権 907 1,017
　投資その他の資産 1,778,364 1,388,724
　　出資金 23 23
　　長期貸付金 ― 478
　　長期前払費用 69,435 54,767
　　繰延税金資産 617,333 561,912
　　建設協力金 609,875 343,162
　　敷金 344,758 290,738
　　保証金 125,189 126,309
　　破産更生債権等 27,843 28,704
　　その他 11,748 11,332
　　貸倒引当金 △	27,843 △	28,704
資産合計 31,528,690 29,366,108

科　目 当　期
2022年10月31日現在

前　期
2021年10月31日現在

負債の部
流動負債 7,638,082 7,911,770
　買掛金 3,531,717 4,157,978
　１年以内返済予定リース債務 32,550 22,642
　未払金 770,902 644,744
　未払費用 124,292 117,795
　未払法人税等 1,095,472 904,176
　未払消費税等 16,220 468,361
　前受金 925,684 617,858
　預り金 23,499 36,464
　前受収益 1,032,861 868,709
　賞与引当金 84,880 73,040
固定負債 1,362,032 1,025,536
　リース債務 569,358 278,253
　退職給付引当金 305,208 272,203
　資産除去債務 243,618 234,532
　長期未払金 198,847 209,647
　その他 45,000 30,900
負債合計 9,000,114 8,937,307

純資産の部
株主資本 22,492,275 20,384,080
　資本金 1,236,515 1,236,515
　資本剰余金 1,273,115 1,330,884
　　資本準備金 1,273,115 1,273,115
　　その他資本剰余金 ― 57,768
　　　自己株式処分差益 ― 57,768
　利益剰余金 20,354,284 17,846,715
　　利益準備金 6,570 6,570
　　その他利益剰余金 20,347,713 17,840,144
　　　固定資産圧縮積立金 3,921 4,208
　　　別途積立金 1,300,000 1,300,000
　　　繰越利益剰余金 19,043,791 16,535,935
　自己株式 △	371,640 △	30,034
新株予約権 36,300 44,720
純資産合計 22,528,575 20,428,801
負債・純資産合計 31,528,690 29,366,108

財 務 諸 表 Financial Statements
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損益計算書

株主資本等変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

単位：千円　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

単位：千円　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科　目 当　期
2021年11月1日～2022年10月31日

前　期
2020年11月1日～2021年10月31日

売上高 43,080,410 38,847,155
売上原価 28,836,724 26,175,611
　売上総利益 14,243,686 12,671,543
販売費及び一般管理費 9,188,488 8,871,783
　営業利益 5,055,197 3,799,760
営業外収益 374,144 442,432
営業外費用 49,447 27,747
　経常利益 5,379,894 4,214,445
特別利益 2,450 1,074
特別損失 3,968 26,591
税引前当期純利益 5,378,376 4,188,928
　法人税、住民税及び事業税 1,742,007 1,420,006
　法人税等調整額 △	55,420 △	95,363
当期純利益 3,691,789 2,864,286

当　期
2021年11月1日～2022年10月31日

株主資本
新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資本

合計資本準備金
その他資本剰余金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計自己株式処分差益 固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 1,236,515 1,273,115 57,768 1,330,884 6,570 4,208 1,300,000 16,535,935 17,846,715 △30,034 20,384,080 44,720 20,428,801
当期変動額
　剰余金の配当 △460,571 △460,571 △460,571 △460,571
　当期純利益 3,691,789 3,691,789 3,691,789 3,691,789
　固定資産圧縮積立金の取崩 △286 286 ― ― ―
　自己株式の取得 ― △1,186,722 △1,186,722 △1,186,722
　自己株式の処分 60,182 60,182 ― 3,516 63,698 63,698
　自己株式の消却 △117,950 △117,950 △723,649 △723,649 841,600 ― ―
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,419 △8,419
当期変動額合計 ― ― △57,768 △57,768 ― △286 ― 2,507,855 2,507,568 △341,606 2,108,194 △8,419 2,099,774
当期末残高 1,236,515 1,273,115 ― 1,273,115 6,570 3,921 1,300,000 19,043,791 20,354,284 △371,640 22,492,275 36,300 22,528,575

科　目 当　期
2021年11月1日～2022年10月31日

前　期
2020年11月1日～2021年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,308,220 4,313,029
投資活動によるキャッシュ・フロー △	1,214,474 △	730,976
財務活動によるキャッシュ・フロー △	1,675,602 △	3,696,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △	1,581,856 △	114,575
現金及び現金同等物の期首残高 2,391,609 2,506,184
現金及び現金同等物の期末残高 809,752 2,391,609
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その他IR情報もホームページに掲載しております。
ぜひご参照下さい。
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事 業 年 度 11月1日～翌年10月31日
期末配当金受領株主
確 定 日 10月31日

中間配当金受領株主
確 定 日 4月30日

定 時 株 主 総 会 毎年1月
株主名簿管理人及び	
特別口座の口座管理機関 株式会社アイ・アール	ジャパン

郵便物送付先及び	
	問合わせ先

〒100-6026　東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
株式会社アイ・アール	ジャパン　証券代行業務部　　TEL：0120（975）960（通話料無料）

上場証券取引所：コード 東京証券取引所	プライム市場：コード7605
単 元 株 式 数 100株

公 告 の 方 法
電子公告により行います
公告掲載URL	https://www.fujicorporation.com
（ただし、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。）

（ご注意）
1.		株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承る事とな
っております。口座を開設されている証券会社等にお問合わせ下さい。株主名簿管理人（アイ・アール	ジャパン）ではお取り扱いできません
のでご注意下さい。

2.		特別口座に記録された株式に関する、証券口座への振替請求、住所・氏名等の変更や配当金受領方法の指定などの各種お手続きにつきま
しては、特別口座の口座管理機関（株式会社アイ・アール	ジャパン）にお問合わせ下さい。

3.	未受領の配当金につきましては、株主名簿管理人（株式会社アイ・アール	ジャパン）でお支払い致します。

株式会社フジ・コーポレーション お問合わせ先
管理部／〒981-3341　宮城県富谷市成田1-7-1
TEL：022（348）3300　FAX：022（348）3341
investor-relations@fujicorporation.ne.jp

株 主 メ モ Shareholder Memo
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