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(百万円未満切捨て)

１．平成31年９月期第１四半期の連結業績（平成30年10月１日～平成30年12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 ％

31年９月期第１四半期 920 0.7 △108 － △107 － △132 －

30年９月期第１四半期 914 △18.1 △89 － △85 － △97 －
(注) 包括利益 31年９月期第１四半期 △131百万円( －％) 30年９月期第１四半期 △96百万円( －％)
　

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

31年９月期第１四半期 △38.67 －

30年９月期第１四半期 △35.59 －
　

（注） 平成30年９月期第１四半期及び平成31年９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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、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 ％

31年９月期第１四半期 3,514 1,411 34.7

30年９月期 3,807 1,542 35.5
(参考) 自己資本 31年９月期第１四半期 1,220百万円 30年９月期 1,353百万円
　　

　

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

30年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

31年９月期 －

31年９月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00
(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31年９月期の連結業績予想（平成30年10月１日～平成31年９月30日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 3,000 △30.6 △300 － △310 － 100 － 29.15
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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)

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) 31年９月期１Ｑ 3,430,600株 30年９月期 3,430,600株

② 期末自己株式数 31年９月期１Ｑ 65株 30年９月期 65株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年９月期１Ｑ 3,430,535株 30年９月期１Ｑ 2,744,335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
　本資料における予測値及び将来の見通しに関する記述・言明は、当社グループが現在入手可能な情報による判断
及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に
生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、当社は将来予測に関するいかなる内容についても、その
確実性を保証するものではありません。
　また、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30年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,306,609 1,060,115

売掛金 715,100 533,806

仕掛品 88,440 58,459

貯蔵品 17,296 15,954

その他 206,974 304,139

貸倒引当金 △1,079 △181

流動資産合計 2,333,342 1,972,294

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,995 9,283

その他（純額） 22,067 22,322

有形固定資産合計 31,063 31,606

無形固定資産

のれん 332,762 320,763

ソフトウエア 134,456 129,584

その他 106,458 136,138

無形固定資産合計 573,677 586,486

投資その他の資産

投資有価証券 432,210 434,692

長期貸付金 26,300 26,051

保険積立金 2,277 2,377

敷金及び保証金 190,952 256,892

繰延税金資産 210,541 198,120

その他 2,086 1,758

投資その他の資産合計 864,369 919,892

固定資産合計 1,469,110 1,537,985

繰延資産

株式交付費 4,111 3,720

社債発行費 842 612

繰延資産合計 4,954 4,332

資産合計 3,807,407 3,514,613
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 228,819 181,797

前受金 54,310 48,566

短期借入金 550,000 540,000

1年内返済予定の長期借入金 226,498 216,003

1年内償還予定の社債 67,800 67,800

リース債務 15,201 13,583

未払金 157,370 141,673

未払法人税等 27,449 2,816

未払消費税等 82,987 43,155

賞与引当金 36,686 16,076

ポイント引当金 324,764 326,159

預り金 9,351 5,856

その他 62,013 85,865

流動負債合計 1,843,251 1,689,355

固定負債

社債 33,900 33,900

長期借入金 320,146 300,069

リース債務 13,336 11,173

資産除去債務 3,450 3,452

繰延税金負債 50,553 65,576

固定負債合計 421,386 414,170

負債合計 2,264,637 2,103,526

純資産の部

株主資本

資本金 878,500 878,500

資本剰余金 772,151 772,151

利益剰余金 △297,017 △429,691

自己株式 △141 △141

株主資本合計 1,353,492 1,220,817

新株予約権 203 175

非支配株主持分 189,074 190,093

純資産合計 1,542,769 1,411,086

負債純資産合計 3,807,407 3,514,613
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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29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年10月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 914,350 920,811

売上原価 560,931 560,267

売上総利益 353,419 360,543

販売費及び一般管理費 443,084 468,930

営業損失（△） △89,665 △108,386

営業外収益

受取利息 0 122

為替差益 931 2,888

助成金収入 3,000 －

その他 3,181 1,154

営業外収益合計 7,112 4,166

営業外費用

支払利息 3,046 2,701

社債発行費償却 383 229

投資有価証券評価損 － 18

株式交付費償却 － 391

その他 9 278

営業外費用合計 3,438 3,620

経常損失（△） △85,990 △107,840

特別利益

子会社清算益 3,877 －

特別利益合計 3,877 －

税金等調整前四半期純損失（△） △82,113 △107,840

法人税、住民税及び事業税 350 △3,628

法人税等還付税額 △959 －

法人税等調整額 12,046 27,443

法人税等合計 11,438 23,814

四半期純損失（△） △93,551 △131,655

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,124 1,019

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △97,676 △132,674
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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29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年10月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純損失（△） △93,551 △131,655

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,595 －

その他の包括利益合計 △2,595 －

四半期包括利益 △96,146 △131,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △100,271 △132,674

非支配株主に係る四半期包括利益 4,124 1,019
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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。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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