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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 3,207 － 754 － 786 － 485 －

29年３月期第３四半期 － － － － － － － －
　

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３四半期 55.88 51.44

29年３月期第３四半期 － －
（注） １．当社は、平成29年３月期第３四半期については四半期財務諸表を作成していないため、平成29年３月期第

３四半期の数値及び平成30年３月期第３四半期の前年同四半期増減率については記載しておりません。
２．当社は、平成29年10月５日に東京証券取引所マザーズに上場したため、平成30年３月期第３四半期の潜在

株式調整後１株当たり四半期純利益は、新規上場日から平成30年３月期第３四半期累計期間末日までの平
均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

　

（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３四半期 2,832 1,615 57.0

29年３月期 1,718 537 31.2
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 1,615百万円 29年３月期 536百万円
　

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 － 0.00 0.00

30年３月期 － 0.00 －

30年３月期(予想) 14.00 14.00
(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、対前期増減率)

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

通期 4,139 44.8 969 78.9 1,000 86.2 609 78.0 69.89
(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）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３Ｑ 8,850,000株 29年３月期 8,600,000株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 34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３Ｑ 8,680,906株 29年３月期３Ｑ －株

（注） 当社は、第３四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、平成29年３月期第３四半期の期中平均株
式数を記載しておりません。

　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する趣旨の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．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３四半期累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が継続している

ものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念されるなど、依然として景気の先行きは不透明な

状況で推移いたしました。

当第３四半期累計期間における当社の業績は、就労移行支援事業においては新たに「ウェルビーチャレンジ」と

して自立訓練(生活訓練)事業所を立ち上げ、また、療育事業においては未就学児童を対象とした「ハビー」及び学

齢期の児童を対象とした「ハビープラス」の新規開設を続けてまいりました。当第３四半期累計期間では、新たに

ウェルビーを５センター、ウェルビーチャレンジを１センター、ハビーを８教室、ハビープラスを２教室開設いた

しました結果、当第３四半期累計期間末の拠点数は、就労移行支援事業では60拠点(ウェルビーが55拠点、ウェルビ

ーチャレンジが１拠点、相談支援事業所が２拠点、埼玉県委託事業所ジョブセンターが２拠点)、療育事業では19拠

点(ハビーが16拠点、ハビープラスが３拠点)となりました。

これらの結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高3,207,407千円、営業利益754,087千円、経常利益

786,430千円、四半期純利益485,061千円となりました。

当社は、障害福祉サービス事業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。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は2,288,588千円(前事業年度末1,351,469千円)で、前事業年度

末に比べ937,119千円増加しております。主な増加要因は、現金及び預金の増加696,684千円、売掛金の増加230,995

千円等によるものであります。

(固定資産)

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は543,749千円(前事業年度末は367,226千円)で、前事業年度末

に比べ176,522千円増加しております。主な増加要因は、有形固定資産の増加98,079千円等によるものであります。

(流動負債)

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は641,001千円(前事業年度末は537,399千円)で、前事業年度末

に比べ103,601千円増加しております。主な増加要因は、未払費用の増加34,763千円、１年内返済予定の長期借入金

の増加32,440千円等によるものであります。

(固定負債)

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は575,781千円(前事業年度末は644,086千円)で、前事業年度末

に比べ68,304千円減少しております。主な減少要因は、長期借入金の減少35,056千円等によるものであります。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産合計は1,615,554千円(前事業年度末は537,209千円)で、前事業年度末に

比べ1,078,345千円増加しております。増加要因は、公募増資に伴う資本金及び資本準備金の増加それぞれ296,700

千円、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加485,061千円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年10月５日発表の「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等の

お知らせ 」の通り、公表した内容に変更はありません。
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２．四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３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 765,431 1,462,115

売掛金 529,049 760,044

貯蔵品 7,542 9,494

その他 49,826 57,315

貸倒引当金 △380 △380

流動資産合計 1,351,469 2,288,588

固定資産

有形固定資産 239,192 337,271

投資その他の資産 128,034 206,477

固定資産合計 367,226 543,749

資産合計 1,718,696 2,832,337

負債の部

流動負債

1年内償還予定の社債 28,400 28,400

1年内返済予定の長期借入金 148,408 180,848

リース債務 25,567 25,381

未払法人税等 198,925 210,033

賞与引当金 13,997 20,276

その他 122,101 176,061

流動負債合計 537,399 641,001

固定負債

社債 157,400 143,200

長期借入金 334,906 299,850

リース債務 58,467 39,401

長期未払金 93,313 93,329

固定負債合計 644,086 575,781

負債合計 1,181,486 1,216,782

純資産の部

株主資本

資本金 31,600 328,300

資本剰余金 28,600 325,300

利益剰余金 476,553 961,615

自己株式 － △116

株主資本合計 536,753 1,615,098

新株予約権 456 456

純資産合計 537,209 1,615,554

負債純資産合計 1,718,696 2,832,337

決算短信（宝印刷） 2018年02月13日 22時40分 5ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



ウェルビー株式会社(6556) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

— 4 —

（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 3,207,407

売上原価 1,909,807

売上総利益 1,297,599

販売費及び一般管理費 543,511

営業利益 754,087

営業外収益

受取利息 1

助成金収入 5,394

保険解約返戻金 39,163

その他 1,948

営業外収益合計 46,507

営業外費用

支払利息 6,221

株式公開費用 7,761

その他 182

営業外費用合計 14,165

経常利益 786,430

特別損失

減損損失 4,153

特別損失合計 4,153

税引前四半期純利益 782,276

法人税、住民税及び事業税 292,475

法人税等調整額 4,740

法人税等合計 297,215

四半期純利益 485,061
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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）

当社は、平成29年10月５日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、平成29年10月４日を

払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式250,000株の発行により、資本金

及び資本準備金がそれぞれ296,700千円増加しています。

この結果、当第３四半期会計期間末における資本金は328,300千円、資本剰余金は325,300千円となっておりま

す。
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（セグメント情報等）

　当社は、障害福祉サービス事業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。
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