
平成30年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年７月13日

上 場 会 社 名 株式会社ＳＯＵ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9270 URL https://www.ai-sou.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 嵜本 晋輔

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務経理部長 (氏名) 大園 俊英 (TEL) 03-4580-9983

四半期報告書提出予定日 平成30年７月13日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

１．平成30年８月期第３四半期の連結業績（平成29年９月１日～平成30年５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８月期第３四半期 23,084 － 1,458 － 1,396 － 958 －

29年８月期第３四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 30年８月期第３四半期 956百万円( －％) 29年８月期第３四半期 －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８月期第３四半期 167.65 152.47

29年８月期第３四半期 － －
　

(注) １．当社は、平成29年８月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、平成29年８月期
第３四半期の数値及び平成30年８月期第３四半期の対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11月25日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。

３．当社は平成30年３月22日に東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場したため、平成30年８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金額は、新規上場日から平成30年８月期第３四半期連結会計期間
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）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８月期第３四半期 12,636 5,488 43.4

29年８月期 10,092 3,265 32.4
(参考) 自己資本 30年８月期第３四半期 5,488百万円 29年８月期 3,265百万円
　

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８月期 － 0.00 － 88.00 88.00

30年８月期 － 0.00 －

30年８月期(予想) － －
(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２．平成30年８月期の期末配当予想につきましては、現在未定であります。
　

３．平成30年８月期の連結業績予想（平成29年９月１日～平成30年８月31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 29,732 31.1 1,693 64.4 1,710 50.1 1,122 96.6 193.71
(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
　

（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) 30年８月期３Ｑ 6,045,610株 29年８月期 5,594,785株

② 期末自己株式数 30年８月期３Ｑ －株 29年８月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年８月期３Ｑ 5,714,962株 29年８月期３Ｑ －株

　
(注) １．当社は、平成29年８月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、平成29
　 年８月期第３四半期の期中平均株式数の記載を行っておりません。

２．当社は、平成29年11月25日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、前
　 連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済み株式数（普通株式）を算定し
　 ております。
　

※ 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
本資料に記載されている業績見通しなど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
の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利
用に当たっての注意事項などについては、添付資料２ページ「１.（３）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、個人消費にも持ち

直しの動きが見られ、緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外経済についてもゆるやかな成長が見られるもの

の、米国・欧州の政策動向や東アジア情勢の先行き不安、金融資本市場の変動の懸念など、依然として先行きが不透

明な状況が続いております。

このような環境の下、当社グループは、商品仕入れ強化のための買取拠点の拡充を進めており、当社においては

「なんぼや」を新たに10店舗、子会社の古美術八光堂においては「古美術八光堂」を新たに１店舗オープンいたしま

した。販売においては、「STAR BUYERS AUCTION」の香港大会を平成29年９月、11月、平成30年２月の計３回開催し海

外での売上を確保するとともに、平成30年３月より、インアゴーラ株式会社が運営する越境ECショッピングアプリ

「豌豆公主（ワンドウ）」への当社小売ブランド「ALLU」の商品の出品を本格化するなど、中国展開拡大に向けた情

報収集にも取り組んでまいりました。また、新たな試みとして、持ち物の査定や現在価値の管理ができるスマートフ

ォンアプリ「miney（マイニー）」を平成29年10月にリリースし、同年12月には株式会社マネーフォワードが提供する

自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」との連携を通して、潜在顧客に対するアプローチを行ってまい

りました。さらに、平成30年４月１日付で「miney事業推進部」を新設し、当該アプリのさらなる機能強化や普及促進

に向け取り組んでまいりました。

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は23,084,941千円、営業

利益は1,458,647千円、経常利益は1,396,358千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は958,128千円となりました。

なお、当社グループは「ブランド品、骨董・美術品等リユース事業」の単一セグメントであるため、セグメント別

の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、平成30年８月からの株式会社古美術八光堂におけるオークシ

ョン開始や平成30年秋の小売店舗「ALLU心斎橋店（仮）」のオープンに向けた販売商品確保に伴う商品の増加

1,460,009千円や、買取店舗の新規出店や既存店舗の仕入れ量増加に伴う現金及び預金の増加666,358千円等により、

前連結会計年度末に比べて2,389,203千円増加し、9,268,266千円となりました。固定資産は、主としてのれんの償

却によりのれんの減少110,904千円があった一方、買取店舗の新規出店に伴う建物及び構築物（純額）の増加73,333

千円、差入保証金の増加60,440千円等により、前連結会計年度末に比べ155,014千円増加し、3,368,243千円となり

ました。これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ2,544,217千円増加し、12,636,510千円となりました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、仕入れ増に伴う運転資金確保のための短期借入金の増加

936,566千円等により、前連結会計年度末に比べ1,106,676千円増加し、5,468,203千円となりました。固定負債は、

社債の減少160,000千円、長期借入金の減少534,882千円等により、前連結会計年度末に比べ785,438千円減少し、

1,679,601千円となりました。これらの結果、負債額は、前連結会計年度末に比べ321,237千円増加し、7,147,804千

円となりました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産額は、前連結会計年度末に比べて2,222,979千円増加し、5,488,705

千円となりました。これは主に、公募増資等に伴う資本金及び資本剰余金の増加それぞれ682,462千円、利益剰余金

の増加859,659千円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年８月期の連結業績予想につきましては、平成30年３月22日に公表いたしました数値から変更はありませ

ん。
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２．四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８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,994,861 3,661,219

売掛金 114,187 244,473

商品 3,425,913 4,885,923

その他 433,727 592,917

貸倒引当金 △89,626 △116,266

流動資産合計 6,879,063 9,268,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,118,899 1,192,233

その他（純額） 334,182 343,981

有形固定資産合計 1,453,082 1,536,214

無形固定資産

のれん 662,713 551,808

その他 155,355 139,432

無形固定資産合計 818,068 691,241

投資その他の資産

差入保証金 922,945 983,385

その他 19,132 159,142

貸倒引当金 － △1,740

投資その他の資産合計 942,077 1,140,787

固定資産合計 3,213,228 3,368,243

資産合計 10,092,292 12,636,510
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,311 16,252

短期借入金 2,713,434 3,650,000

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 438,872 507,088

未払法人税等 408,032 374,577

賞与引当金 151,680 259,845

資産除去債務 － 9,549

その他 485,197 490,890

流動負債合計 4,361,527 5,468,203

固定負債

社債 320,000 160,000

長期借入金 1,435,852 900,970

役員退職慰労引当金 40,216 47,835

資産除去債務 371,345 402,621

その他 297,626 168,174

固定負債合計 2,465,039 1,679,601

負債合計 6,826,567 7,147,804

純資産の部

株主資本

資本金 255,600 938,062

資本剰余金 243,377 925,840

利益剰余金 2,767,543 3,627,203

株主資本合計 3,266,521 5,491,106

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △795 △2,400

その他の包括利益累計額合計 △795 △2,400

純資産合計 3,265,725 5,488,705

負債純資産合計 10,092,292 12,636,510
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成30年５月31日)

売上高 23,084,941

売上原価 16,652,132

売上総利益 6,432,808

販売費及び一般管理費 4,974,160

営業利益 1,458,647

営業外収益

受取利息 165

為替差益 2,972

その他 14,028

営業外収益合計 17,165

営業外費用

支払利息 22,326

支払手数料 55,873

その他 1,254

営業外費用合計 79,454

経常利益 1,396,358

特別損失

減損損失 40,945

特別損失合計 40,945

税金等調整前四半期純利益 1,355,412

法人税、住民税及び事業税 587,346

法人税等調整額 △190,062

法人税等合計 397,284

四半期純利益 958,128

親会社株主に帰属する四半期純利益 958,128
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成30年５月31日)

四半期純利益 958,128

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △1,605

その他の包括利益合計 △1,605

四半期包括利益 956,522

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 956,522

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、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成30年３月22日をもって同取引所マザーズ市場に上場

いたしました。この株式上場にあたり、平成30年３月20日に公募増資による払込みを受け、資本金及び資本剰余金

がそれぞれ681,733千円増加しております。

また、第１回新株予約権の権利行使による新株式発行に伴い、当第３四半期連結累計期間において、資本金及び

資本剰余金がそれぞれ728千円増加しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が938,062千円、資本剰余金が925,840千円となってお

ります。

（セグメント情報等）

当社グループの事業セグメントは、「ブランド品、骨董・美術品等リユース事業」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。

（追加情報）

（連結子会社の解散）

当社は、平成30年５月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるマーケットインサイト株式会社

を解散することを決議いたしました。

　なお、同社は、現在清算手続き中であります。

決算短信（宝印刷） 2018年07月12日 12時27分 9ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）


