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(百万円未満切捨て)
１．平成29年２月期第２四半期の連結業績（平成28年３月１日～平成28年８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 ％

29年２月期第２四半期 1,567 △12.0 △135 ― △140 ― △134 ―

28年２月期第２四半期 1,782 ― 33 ― 30 ― 13 ―
(注) 包括利益 29年２月期第２四半期 △134百万円( ―％) 28年２月期第２四半期 13百万円( ―％)
　

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

29年２月期第２四半期 △108.88 ―

28年２月期第２四半期 8.37 ―
　

（注）平成28年２月期の対前年同四半期増減率は、平成27月２月期第２四半期に連結財務諸表を作成していないため、
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 ％

29年２月期第２四半期 1,568 74 4.7

28年２月期 1,716 222 12.9
(参考) 自己資本 29年２月期第２四半期 73百万円 28年２月期 221百万円
　

　

　

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

28年２月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

29年２月期 ― 0.00

29年２月期(予想) ― 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29年２月期の連結業績予想（平成28年３月１日～平成29年２月28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 3,577 12.8 △107 ― △115 ― △100 ― △80.71
(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） ―
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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 ： 有

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
　

（注）詳細は添付資料４ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。
　

（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) 29年２月期２Ｑ 1,970,000株 28年２月期 1,970,000株

② 期末自己株式数 29年２月期２Ｑ 731,067株 28年２月期 731,067株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年２月期２Ｑ 1,238,933株 28年２月期２Ｑ 1,648,933株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了しておりません。

※ 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、当社としてその実現を約束するものではありません。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．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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、2016年４月―６月期の四半期別ＧＤＰ速報値において実質成

長率が前四半期に続きプラスとなり、大企業において企業収益が改善される傾向にあり、雇用情勢は有効求人倍率

は上昇しておりますが、個人消費は小売業の販売額、新車販売台数の減少に伴い、弱含みに推移しております。

当社グループは、平成27年10月に株式会社アークコアライフを設立し、同社においてフィットネス事業を開始し

たことにより、事業セグメントはバイク事業とフィットネス事業となっております。

当第２四半期連結累計期間における事業別のセグメントの業績は次のとおりであります。

（バイク事業）

当社におけるバイクの買取台数は5,022台、前年同期比2.0％減となり、販売台数は5,034台、前年同期比4.2％減

となっております。また、販売単価、粗利単価は前年同期比13％減となり、バイク買取に係る広告費単価は同４％

増加しております。

連結子会社の株式会社福田モーター商会におきましては、バイクの販売台数は新車158台(前年同期比6.5％減)、

中古車86台(前年同期比8.9％増)となっております。

バイク事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,504百万円（前年同期比15.6％減）、セグメント損失

29百万円（前年同期はセグメント利益33百万円）となりました。

（フィットネス事業）

平成27年10月に株式会社アークコアライフを設立し、同時にフィットネス事業を開始しております。当該事業は

エニタイムフィットネスセンターＦＣ店の出店及び運営となっており、当第２四半期連結会計期間末日時点で開店

した店舗は５店舗となります。フィットネス事業の当第２四半期連結累計期間の業績は売上高63百万円、セグメン

ト損失106百万円となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高1,567百万円（前年同期比12.0％減）、営業損失135百万円

（前年同期は営業利益33百万円）、経常損失140百万円（前年同期は経常利益30百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純損失134百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益13百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

(資産)

当第２四半期連結会計期間末において総資産は1,568百万円となり、前連結会計年度末と比較して147百万円減少

しました。主な要因としては、現金及び預金が561百万円減少し、売掛金が77百万円、商品が34百万円、固定資産が

270百万円増加したことによるものであります。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末において負債は1,493百万円となり、前連結会計年度末と比較してほぼ変動がありま

せんでしたが、１年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金は63百万円増加し、未払金は53百万円減少しており

ます。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末において純資産は74百万円となり、前連結会計年度末と比較して147百万円減少して

おります。主な要因としては、親会社株主に帰属する四半期純損失134百万円を計上したことによるものでありま

す。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は464百万円（前年同期末は1,127百万円）となっております。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、支出した資金は243百万円（前年同期は得られた資金125百万円）となりました。主な要因とし

ては、税金等調整前四半期純損失140百万円の計上及び売上債権の増加による減少額77百万円によるものでありま

す。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、支出した資金は369百万円（前年同期は同６百万円）となりました。主な要因としては、有形固

定資産の取得による支出316百万円、差入保証金の差入による支出28百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は50百万円（前年同期は同53百万円）となりました。収入としては、長期借入れ

による収入250百万円、支出としては、長期借入金の返済による支出186百万円、配当金の支払額12百万円でありま

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年４月14日に公表いたしました連結業績予想数値からの変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成25年９

月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示

の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当第２四

半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ6,025千円減少しておりま

す。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,109,585 548,550

売掛金 30,785 108,128

商品 293,978 328,089

貯蔵品 4,989 5,027

繰延税金資産 18,155 25,362

その他 40,175 64,628

貸倒引当金 △292 △292

流動資産合計 1,497,377 1,079,494

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 108,741 254,703

その他（純額） 17,157 96,275

有形固定資産合計 125,899 350,979

無形固定資産 1,772 11,404

投資その他の資産 91,220 126,996

固定資産合計 218,892 489,380

資産合計 1,716,270 1,568,875

負債の部

流動負債

買掛金 101,201 107,870

1年内返済予定の長期借入金 337,984 363,244

未払法人税等 9,336 2,986

賞与引当金 9,390 ―

その他 146,591 92,188

流動負債合計 604,504 566,289

固定負債

長期借入金 889,494 927,593

固定負債合計 889,494 927,593

負債合計 1,493,998 1,493,882

純資産の部

株主資本

資本金 232,825 232,825

資本剰余金 260,535 260,535

利益剰余金 6,687 △140,591

自己株式 △278,775 △278,775

株主資本合計 221,271 73,992

新株予約権 1,000 1,000

純資産合計 222,271 74,992

負債純資産合計 1,716,270 1,568,875
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

売上高 1,782,090 1,567,491

売上原価 1,179,434 1,017,643

売上総利益 602,655 549,848

販売費及び一般管理費 568,805 685,564

営業利益又は営業損失（△） 33,850 △135,715

営業外収益

受取手数料 1,398 1,872

雑収入 908 681

その他 222 269

営業外収益合計 2,530 2,823

営業外費用

支払利息 5,970 7,089

その他 33 304

営業外費用合計 6,004 7,394

経常利益又は経常損失（△） 30,376 △140,286

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

30,376 △140,286

法人税、住民税及び事業税 13,409 1,839

法人税等調整額 3,166 △7,236

法人税等合計 16,576 △5,396

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,799 △134,889

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又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

13,799 △134,889
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,799 △134,889

その他の包括利益

その他の包括利益合計 ― -

四半期包括利益 13,799 △134,889

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 13,799 △134,889

非支配株主に係る四半期包括利益 ― -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整
前四半期純損失（△）

30,376 △140,286

減価償却費 11,055 50,848

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,551 △9,390

受取利息及び受取配当金 △198 △50

支払利息 5,970 7,089

為替差損益（△は益） △24 81

売上債権の増減額（△は増加） 17,281 △77,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,346 △30,765

仕入債務の増減額（△は減少） 79,687 6,668

その他の流動資産の増減額（△は増加） 815 △18,495

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,873 △22,650

その他 949 2,000

小計 129,143 △232,291

利息及び配当金の受取額 171 45

利息の支払額 △6,537 △7,117

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,988 △3,738

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,765 △243,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △900 △750

有形固定資産の取得による支出 △7,949 △316,223

無形固定資産の取得による支出 - △10,346

貸付金の回収による収入 2,697 2,748

出資金の払込による支出 △50 -

差入保証金の差入による支出 - △28,987

その他 - △15,992

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,202 △369,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 250,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △166,971 △186,641

社債の償還による支出 △10,000 -

配当金の支払額 △19,615 △12,409

財務活動によるキャッシュ・フロー 53,413 50,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 24 △81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 173,000 △561,785

現金及び現金同等物の期首残高 954,222 1,026,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,127,222 464,331
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（４）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２四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31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27年５月28日
定時株主総会

普通株式 19,787 12 平成27年２月28日 平成27年５月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四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。

当第２四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31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28年５月26日
定時株主総会

普通株式 12,389 10 平成28年２月29日 平成28年５月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日）

当社の事業セグメントは、バイク事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日)

１．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

(単位：千円)

報告セグメント
四半期連結損益計
算書計上額（注）

バイク事業 フィットネス事業

売上高 1,504,289 63,202 1,567,491

セグメント損失(△) △29,476 △106,238 △135,715

(注) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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