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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4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 ％

31年3月期第1四半期 1,453 7.7 53 ― 55 ― 40 752.7

30年3月期第1四半期 1,349 0.1 △4 ― △3 ― 5 ―

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　32百万円 （―％） 30年3月期第1四半期　　△10百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 13.52 ―

30年3月期第1四半期 1.59 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

31年3月期第1四半期 3,180 1,367 43.0 465.83

30年3月期 3,143 1,344 42.8 457.86

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 1,367百万円 30年3月期 1,344百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　　　なお、平成31年３月期の配当予想については未定です。

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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
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) 2,950 7.8 86 437.8 88 395.3 64 280.4 21.81

通期 5,850 4.6 130 42.6 131 38.1 98 19.1 33.39

（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 ： 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） 31年3月期1Q 2,940,000 株 30年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 5,014 株 30年3月期 5,014 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 2,934,986 株 30年3月期1Q 2,934,986 株

※ 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。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「（３）連結業績予想などの将来予測に関する説明」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1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、個人消費や設備投資の増加、企業収益や雇用環境の改善が

進み、総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。

一方で、人件費の上昇に加え、米国の通商政策に伴う世界経済への懸念等、先行き不透明な状況は続いており

ます。

また、当社グループを取り巻く環境におきましても、お客さまからのコスト削減要請等厳しい状況は継続して

おります。

このような状況のもと、当社グループは引き続き「お客さま第一主義」に徹した経営姿勢を貫き、業務品質の

向上に取り組むとともに、お客さまのニーズに合った提案型営業を推進し、新規業務の受注や既存先の仕様拡大

等に注力してまいりました。

費用面におきましては、人材の確保・教育訓練等の費用増加等、引き続き厳しい状況が続いておりますが、原

価管理の徹底ならびに販売管理費の改善、不採算案件の見直し、既存先への値上げ交渉等に努めてまいりまし

た。

この結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高は14億5,340万円（前年同四半期比7.7％増）と

なり、利益面につきましては、経常利益は5,481万円（前年同四半期は266万円の経常損失）、親会社株主に帰属

する四半期純利益につきましては、3,969万円（前年同四半期比752.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明
　

（総資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、31億7,975万円となり、前連結会計年度末に比べ3,701万円増

加しました。主な要因は、売上高の増加に伴い売掛金も増加したこと等によるものです。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、18億1,255万円となり、前連結会計年度末に比べ1,363万円増加

しました。主な要因は、短期借入金が増加したこと等によるものです。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、13億6,719万円となり、前連結会計年度末に比べ2,338万円増

加しました。主な要因は、四半期利益により利益剰余金が増加したこと等によるものです。

（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５月14日に公表しました第２四半期累計期間および通期の業績予想を修正しております。詳しくは平

成30年８月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
　

該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
　

該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2018年08月14日 10時09分 3ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社アール・エス・シー(4664) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

－4－

３．四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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,222,138 1,196,106

受取手形及び売掛金 717,726 770,080

原材料及び貯蔵品 10,385 10,335

その他 13,151 43,860

貸倒引当金 △88 △140

流動資産合計 1,963,313 2,020,243

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 351,465 379,165

減価償却累計額 △264,507 △266,086

建物及び構築物（純額） 86,958 113,079

建設仮勘定 20,746 －

土地 364,693 364,693

その他 103,471 102,261

減価償却累計額 △62,081 △62,640

その他（純額） 41,390 39,621

有形固定資産合計 513,788 517,393

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 67,450 62,953

電話加入権 7,123 7,123

無形固定資産合計 121,695 117,199

投資その他の資産

投資有価証券 220,025 209,187

長期貸付金 150 －

差入保証金 66,888 66,899

保険積立金 89,319 91,453

繰延税金資産 164,694 154,628

その他 2,857 2,746

投資その他の資産合計 543,935 524,915

固定資産合計 1,179,420 1,159,507

資産合計 3,142,733 3,179,751
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 110,299 110,616

短期借入金 43,200 112,500

1年内返済予定の長期借入金 278,476 263,805

未払費用 329,012 358,248

未払法人税等 29,681 4,139

未払消費税等 55,413 83,200

賞与引当金 44,909 14,984

その他 67,367 40,541

流動負債合計 958,361 988,035

固定負債

長期借入金 254,363 232,017

長期未払金 70,945 67,435

役員退職慰労引当金 5,266 5,468

退職給付に係る負債 509,986 519,598

固定負債合計 840,561 824,519

負債合計 1,798,922 1,812,555

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 250,237 250,237

利益剰余金 711,009 741,896

自己株式 △1,760 △1,760

株主資本合計 1,261,486 1,292,373

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 82,534 75,015

退職給付に係る調整累計額 △210 △193

その他の包括利益累計額合計 82,324 74,822

純資産合計 1,343,810 1,367,195

負債純資産合計 3,142,733 3,179,751
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 1,349,409 1,453,406

売上原価 1,150,995 1,204,132

売上総利益 198,413 249,273

販売費及び一般管理費 202,332 196,589

営業利益又は営業損失（△） △3,918 52,683

営業外収益

受取利息 0 15

受取配当金 2,121 2,622

不動産賃貸料 364 276

保険金収入 － 108

雑収入 627 481

営業外収益合計 3,114 3,503

営業外費用

支払利息 1,857 1,374

雑損失 0 －

営業外費用合計 1,858 1,374

経常利益又は経常損失（△） △2,662 54,813

特別損失

貸倒損失 793 －

特別損失合計 793 －

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（△）

△3,456 54,813

法人税、住民税及び事業税 591 1,742

法人税等調整額 △8,702 13,378

法人税等合計 △8,111 15,120

四半期純利益 4,654 39,692

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,654 39,692
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 4,654 39,692

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,726 △7,518

退職給付に係る調整額 △20,769 16

その他の包括利益合計 △15,042 △7,501

四半期包括利益 △10,387 32,190

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,387 32,190

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）

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額
　

無配のため記載すべき事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの
　

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動
　

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１．配当金支払額
　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 8,804 3.00 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの
　

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動
　

該当事項はありません。

　

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,069,512 256,837 23,059 1,349,409 ― 1,349,409

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,069,512 256,837 23,059 1,349,409 ― 1,349,409

セグメント利益又は損失(△) 75,207 2,584 △411 77,380 △81,299 △3,918

（注）１.セグメント利益の調整額△81,299千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な

内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１．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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,116,379 317,772 19,254 1,453,406 ― 1,453,406

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,116,379 317,772 19,254 1,453,406 ― 1,453,406

セグメント利益又は損失(△) 115,499 19,325 △1,141 133,684 △81,000 52,683

（注）１.セグメント利益の調整額△81,000千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な

内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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