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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第1四半期 299 11.8 11 34.8 11 26.8 13 44.4

29年3月期第1四半期 267 9.6 8 43.3 9 50.2 9 50.7

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　13百万円 （44.4％） 29年3月期第1四半期　　9百万円 （50.7％）

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

30年3月期第1四半期 0.57 ―

29年3月期第1四半期 0.40 0.40

(注)30年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりま

　　 せん。

(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 ％

30年3月期第1四半期 333 196 50.7

29年3月期 439 201 40.8

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 169百万円 29年3月期 179百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 1.00 1.00

（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. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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 ％ 円 銭

通期 55 20.7 55 19.3 55 △25.4 2.35

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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） 30年3月期1Q 23,401,800 株 29年3月期 23,401,800 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q ― 株 29年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 23,401,800 株 29年3月期1Q 23,396,704 株

※四半期決算短信は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。
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１．四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
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 281,382 151,696

売掛金 110,849 128,501

貯蔵品 100 100

前払費用 5,049 6,305

繰延税金資産 27,879 27,879

その他 3,712 6,567

貸倒引当金 △1,020 △1,090

流動資産合計 427,952 319,959

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額） 1,573 2,122

有形固定資産合計 1,573 2,122

無形固定資産

ソフトウエア 1,529 1,443

無形固定資産合計 1,529 1,443

投資その他の資産

差入保証金 8,263 9,886

破産更生債権等 8,893 8,893

その他 140 126

貸倒引当金 △8,893 △8,893

投資その他の資産合計 8,403 10,013

固定資産合計 11,506 13,578

資産合計 439,459 333,538

負債の部

流動負債

買掛金 109,741 27,951

未払金 33,290 20,686

未払法人税等 270 67

前受金 22,301 26,095

賞与引当金 29,125 16,626

役員賞与引当金 2,000 874

その他 41,397 44,776

流動負債合計 238,126 137,078

負債合計 238,126 137,078

純資産の部

株主資本

資本金 53,656 53,656

資本剰余金 19,174 19,174

利益剰余金 106,343 96,364

株主資本合計 179,174 169,195

新株予約権 22,157 27,263

純資産合計 201,332 196,459

負債純資産合計 439,459 333,538
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 267,593 299,061

売上原価 122,116 137,257

売上総利益 145,476 161,804

販売費及び一般管理費

給料及び手当 59,690 66,942

その他 76,982 82,994

販売費及び一般管理費合計 136,673 149,937

営業利益 8,803 11,866

営業外収益

受取利息 0 0

受取賃貸料 4,103 4,103

雑収入 556 0

営業外収益合計 4,659 4,103

営業外費用

不動産賃貸原価 4,103 4,103

営業外費用合計 4,103 4,103

経常利益 9,360 11,867

特別利益

資産除去債務戻入益 - 1,623

特別利益合計 - 1,623

税金等調整前四半期純利益 9,360 13,490

法人税、住民税及び事業税 67 67

法人税等合計 67 67

四半期純利益 9,292 13,422

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,292 13,422
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 9,292 13,422

四半期包括利益 9,292 13,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,292 13,422

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

　 該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 23,401 1.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。


