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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（１）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 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 8,872 14.3 557 △5.3 545 3.0 348 △22.3

29年３月期第１四半期 7,765 △3.8 588 ― 530 140.2 448 105.0
　

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 121.55 ―

29年３月期第１四半期 156.50 ―
　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

（２）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 21,462 6,399 29.8

29年３月期 22,000 6,287 28.6
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 6,399百万円 29年３月期 6,287百万円

　　

　

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 ― 20.00 20.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 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30年３月期の業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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

第２四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 37,000 6.1 2,000 △34.6 2,000 △33.0 1,000 △48.2 348.98

(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）当社は第２四半期累計期間の業績予想を行っておりません。
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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
　

　

（３）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 2,865,640株 29年３月期 2,865,640株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 137株 29年３月期 137株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 2,865,503株 29年３月期１Ｑ 2,865,503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。
・平成30年３月期の配当予想は未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案し、１株当たり配当を決定次第開
示いたします。
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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,052,916 4,799,798

営業未収入金 2,127,360 1,538,251

商品 3,732 6,012

貯蔵品 383,814 392,786

その他 1,966,024 1,942,911

貸倒引当金 △167 △124

流動資産合計 9,533,680 8,679,636

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 8,309,783 8,059,930

その他 2,591,604 3,094,551

有形固定資産合計 10,901,388 11,154,481

無形固定資産 429,832 439,448

投資その他の資産 1,135,993 1,188,891

固定資産合計 12,467,214 12,782,821

資産合計 22,000,894 21,462,458

負債の部

流動負債

営業未払金 2,018,825 1,930,116

1年内返済予定の長期借入金 565,290 465,745

リース債務 764,958 759,923

未払金 2,100,302 1,759,380

未払法人税等 922,762 274,216

賞与引当金 － 159,062

ポイント引当金 29,033 27,082

その他 199,915 557,686

流動負債合計 6,601,087 5,933,213

固定負債

長期借入金 69,410 17,992

リース債務 5,661,727 5,473,501

定期整備引当金 3,111,782 3,377,349

その他 269,769 261,098

固定負債合計 9,112,688 9,129,941

負債合計 15,713,776 15,063,154

純資産の部

株主資本

資本金 1,250,027 1,250,027

資本剰余金 1,013,583 1,013,583

利益剰余金 3,888,550 4,179,552

自己株式 △315 △315

株主資本合計 6,151,845 6,442,847

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 135,271 △43,543

評価・換算差額等合計 135,271 △43,543

純資産合計 6,287,117 6,399,303

負債純資産合計 22,000,894 21,462,458
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

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

営業収入 7,765,651 8,872,535

事業費 6,475,957 7,478,819

営業総利益 1,289,694 1,393,716

販売費及び一般管理費 701,264 836,629

営業利益 588,429 557,086

営業外収益

受取利息及び配当金 85 65

為替差益 － 45,830

業務受託料 900 450

その他 269 1,356

営業外収益合計 1,254 47,702

営業外費用

支払利息 51,677 44,715

為替差損 4,732 －

固定資産除却損 － 12,751

その他 3,120 1,399

営業外費用合計 59,529 58,866

経常利益 530,154 545,923

税引前四半期純利益 530,154 545,923

法人税、住民税及び事業税 8,987 248,547

法人税等調整額 72,726 △50,935

法人税等合計 81,713 197,611

四半期純利益 448,440 348,311
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（３）四半期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。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　該当事項はありません。

（修正再表示）

　該当事項はありません。

２．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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