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(百万円未満切捨て)

１．平成30年９月期第３四半期の連結業績（平成29年10月１日～平成30年６月30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９月期第３四半期 5,194 17.9 361 14.6 380 21.4 211 △11.2

29年９月期第３四半期 4,404 － 315 － 313 － 238 －

(注)包括利益 平成30年９月期第３四半期 211百万円 (△11.2％) 平成29年９月期第３四半期 238百万円 (－％)

　

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９月期第３四半期 24.58 22.85

29年９月期第３四半期 33.71 －

（注） １．当社は、平成30年２月14日開催の取締役会決議により、平成30年３月７日付で普通株式１株につき４株の株

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１株当たり四半期

純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２．当社は、平成28年9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９月

期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

３．平成29年９月期第３四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在す

るものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握でき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 ％

30年９月期第３四半期 3,446 1,707 49.2

29年９月期 2,983 1,491 49.6

(参考) 自己資本 30年９月期第３四半期 1,695百万円 29年９月期 1,479百万円

　

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９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

30年９月期 － 0.00 －

30年９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
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３．平成30年９月期の連結業績予想（平成29年10月１日～平成30年９月30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 7,143 18.8 512 24.5 523 30.9 306 13.7 35.74

(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 ： 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９月期３Ｑ 8,670,800株 29年９月期 8,584,400株

② 期末自己株式数 30年９月期３Ｑ 136株 29年９月期 －

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年９月期３Ｑ 8,622,324株 29年９月期３Ｑ 7,080,000株

（注）当社は、平成30年２月14日開催の取締役会決議により、平成30年３月７日付で普通株式１株につき４株の株式

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１株当たり四半期純利

益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額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
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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９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,041,537 2,270,760

売掛金 697,830 847,914

仕掛品 6,463 10,720

その他 85,737 152,687

貸倒引当金 △33 △40

流動資産合計 2,831,536 3,282,043

固定資産

有形固定資産 38,153 46,805

無形固定資産 14,960 38,621

投資その他の資産

その他 99,504 78,758

貸倒引当金 △412 －

投資その他の資産合計 99,091 78,758

固定資産合計 152,206 164,185

資産合計 2,983,742 3,446,229

負債の部

流動負債

短期借入金 424,825 360,000

1年内返済予定の長期借入金 75,632 32,104

未払金 506,564 584,992

未払法人税等 98,825 184,184

未払費用 47,954 373,919

賞与引当金 118,017 －

その他 134,010 135,489

流動負債合計 1,405,829 1,670,690

固定負債

長期借入金 86,420 63,893

その他 － 4,506

固定負債合計 86,420 68,399

負債合計 1,492,249 1,739,089

純資産の部

株主資本

資本金 425,933 427,877

資本剰余金 520,893 522,837

利益剰余金 533,014 744,983

自己株式 － △155

株主資本合計 1,479,842 1,695,543

非支配株主持分 11,650 11,595

純資産合計 1,491,492 1,707,139

負債純資産合計 2,983,742 3,446,229
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 4,404,806 5,194,952

売上原価 3,290,058 3,847,796

売上総利益 1,114,747 1,347,155

販売費及び一般管理費 799,213 985,400

営業利益 315,534 361,754

営業外収益

受取利息 35 33

受取配当金 2 2

貸倒引当金戻入額 － 412

保険解約返戻金 － 18,575

その他 3,332 2,227

営業外収益合計 3,370 21,252

営業外費用

支払利息 3,570 2,657

株式公開費用 2,000 －

営業外費用合計 5,570 2,657

経常利益 313,334 380,349

特別損失

固定資産除却損 391 73

会員権評価損 931 －

特別損失合計 1,323 73

税金等調整前四半期純利益 312,010 380,275

法人税、住民税及び事業税 113,983 232,774

法人税等調整額 △40,573 △64,413

法人税等合計 73,410 168,361

四半期純利益 238,600 211,914

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △60 △54

親会社株主に帰属する四半期純利益 238,661 211,968
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 238,600 211,914

四半期包括利益 238,600 211,914

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 238,661 211,968

非支配株主に係る四半期包括利益 △60 △54
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30日)

　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
その他
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２

技術者派遣
事業

コンサル
ティング
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,122,892 279,702 4,402,595 2,210 4,404,806

計 4,122,892 279,702 4,402,595 2,210 4,404,806

セグメント利益又は損失（△） 288,591 37,047 325,639 △10,105 315,534

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Web事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　当第３四半期連結累計期間(自 平成29年10月１日 至 平成30年６月30日)

　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
その他
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２

技術者派遣
事業

コンサル
ティング
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,886,841 298,350 5,185,192 9,759 5,194,952

計 4,886,841 298,350 5,185,192 9,759 5,194,952

セグメント利益又は損失（△） 341,616 38,074 379,691 △17,936 361,754

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、就労移行支援事業等を含んでおり

ます。

２ セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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