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1. 平成30年10月期第1四半期の連結業績（平成29年11月1日～平成30年1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 ％

30年10月期第1四半期 6,676 12.6 38 △72.3 △43 ― △52 ―

29年10月期第1四半期 5,927 10.3 138 ― 86 ― 400 ―

（注）包括利益 30年10月期第1四半期　　125百万円 （―％） 29年10月期第1四半期　　△58百万円 （―％）

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

30年10月期第1四半期 △23.10 ―

29年10月期第1四半期 175.84 ―

(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10月期第1四半期 29,254 3,494 11.9

29年10月期 26,695 3,503 13.1

（参考）自己資本 30年10月期第1四半期 3,494百万円 29年10月期 3,501百万円

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10月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00

30年10月期 ―

30年10月期（予想） 0.00 ― 65.00 65.00

（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10月期の連結業績予想（平成29年11月 1日～平成30年10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
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

第2四半期(累計) 13,500 12.5 250 △11.4 100 △42.6 60 △86.3 26.58

通期 30,000 18.9 1,000 13.6 700 6.0 450 △38.6 199.34

（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 ： 有

(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10月期1Q 2,474,000 株 29年10月期 2,474,000 株

② 期末自己株式数 30年10月期1Q 216,516 株 29年10月期 216,516 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年10月期1Q 2,257,484 株 29年10月期1Q 2,278,749 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

　上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が
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10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,169,807 1,792,870

売掛金 3,754,356 3,748,703

商品 24,244 45,190

原材料及び貯蔵品 22,917 23,272

その他 672,825 807,652

貸倒引当金 △16,050 △17,582

流動資産合計 5,628,100 6,400,106

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 15,824,343 17,173,943

その他（純額） 749,694 826,505

有形固定資産合計 16,574,038 18,000,449

無形固定資産 206,713 189,651

投資その他の資産

投資有価証券 2,054,818 2,329,454

差入保証金 1,997,444 2,072,653

その他 236,581 264,084

貸倒引当金 △1,796 △1,796

投資その他の資産合計 4,287,048 4,664,395

固定資産合計 21,067,800 22,854,496

資産合計 26,695,901 29,254,602

負債の部

流動負債

買掛金 112,840 111,557

短期借入金 1,550,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 972,208 1,128,542

未払金 1,799,765 1,842,006

未払法人税等 156,121 19,886

賞与引当金 235,845 156,433

リース債務 670,990 750,172

資産除去債務 6,000 ―

その他 364,675 453,942

流動負債合計 5,868,446 6,312,541

固定負債

長期借入金 538,958 1,269,480

リース債務 15,797,128 17,086,053

資産除去債務 227,305 238,314

その他 760,151 854,135

固定負債合計 17,323,542 19,447,983

負債合計 23,191,989 25,760,524
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 996,730 996,730

利益剰余金 1,525,526 1,337,925

自己株式 △457,544 △457,544

株主資本合計 2,164,711 1,977,110

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,336,325 1,516,967

その他の包括利益累計額合計 1,336,325 1,516,967

非支配株主持分 2,874 ―

純資産合計 3,503,911 3,494,078

負債純資産合計 26,695,901 29,254,602
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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11月１日
　至 平成29年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年１月31日)

売上高 5,927,796 6,676,604

売上原価 4,655,885 5,412,509

売上総利益 1,271,910 1,264,094

販売費及び一般管理費 1,133,833 1,225,897

営業利益 138,076 38,197

営業外収益

受取利息 3,713 3,984

補助金収入 3,871 7,693

持分法による投資利益 330 435

その他 3,876 5,284

営業外収益合計 11,792 17,397

営業外費用

支払利息 60,339 99,125

その他 3,334 347

営業外費用合計 63,673 99,472

経常利益又は経常損失（△） 86,194 △43,877

特別利益

投資有価証券売却益 512,183 ―

固定資産売却益 2,148 1,300

特別利益合計 514,331 1,300

特別損失

固定資産除却損 37 0

特別損失合計 37 0

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（△）

600,488 △42,576

法人税等 199,781 12,449

四半期純利益又は四半期純損失（△） 400,707 △55,026

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― △2,874

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（△）

400,707 △52,151
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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11月１日
　至 平成29年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年１月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 400,707 △55,026

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △459,256 180,642

その他の包括利益合計 △459,256 180,642

四半期包括利益 △58,549 125,615

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △58,549 128,490

非支配株主に係る四半期包括利益 ― △2,874
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を

計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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