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平成 31 年１月期業績予想と実績との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 

平成 30 年 3 月 14 日に公表いたしました平成 31 年１月期第 2 四半期累計期間（平成 30 年 2 月 1 日～

平成 30 年７月 31 日）の業績予想と、本日公表の同実績に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 また、最近の業績動向等を踏まえ、平成 30 年 3 月 14 日に公表いたしました平成 31 年１

月期通期の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 
 
記 

 
1. 平成 31 年１月期第 2四半期累計期間業績予想と実績との差異  

(１) 連結業績予想と実績との差異（平成 30 年 2 月 1日～平成 30 年 7月 31 日） 

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

１株当たり

四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年３月14日発表） 1,300 225 225 135 32.00

 今回実績（Ｂ） 1,075 175 176 122 9.70

 増減額（Ｂ－Ａ） △ 225 △ 50 △ 49 △ 13

 増減率（％） △ 17.3 △ 22.2 △ 21.8 △ 9.6

　（ご参考）前期第２四半期実績 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年１月期第２四半期） 1,219 220 216 143 11.37  

 

(２) 個別業績予想と実績との差異（平成 30 年 2 月１日～平成 30 年 7月 31 日） 

売上高 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年３月14日発表） 530 185 111 26.31

 今回実績（Ｂ） 531 163 112 26.72

 増減額（Ｂ－Ａ） 1 △ 22 1

 増減率（％） 0.2 △ 11.9 0.9

　（ご参考）前期第２四半期実績 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年１月期第２四半期） 534 175 120 28.64  



 

 

(３) 修正の理由 

当第2四半期連結会計期間において、当社グル－プ子会社株式会社サクセスウェイの物流ソ

リュ－ション事業におきまして、主要取引先の1社との取引が停止したこと等により、売上

が、前期比156百万円減収の429百万円（前年同四半期比26.8％減）となり、当初売上計画の予

想を大幅に下回る結果となりました。また、当該売上高の減収に伴い、物流ソリュ－ション事

業のセグメント利益が13百万円減少の49百万円（前年同四半期比21.4％減）となりました。 

こうした結果、当第2四半期累計期間における連結売上高は対計画比17.3％減の1,075百万円

（前回予想比225百万円減）、連結経常利益は対計画比21.8％減の176百万円（前回予想比49百

万円減）となりました。 

 

2. 平成 31 年１月期通期業績予想 

(１) 連結業績予想数値の修正 

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

１株当たり

四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年３月14日発表） 2,720 470 470 282 66.84

 今回修正予想（Ｂ） 2,200 370 370 244 57.61

 増減額（Ｂ－Ａ） △ 520 △ 100 △ 100 △ 38

 増減率（％） △ 19.1 △ 21.3 △ 21.3 △ 13.5

　（ご参考）前期実績 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年１月期） 2,390 394 393 263 62.44  

 

(２) 個別業績予想数値の修正 

売上高 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年３月14日発表） 1,200 400 240 56.88

 今回修正予想（Ｂ） 1,100 330 218 51.47

 増減額（Ｂ－Ａ） △ 100 △ 70 △ 22

 増減率（％） △ 8.3 △ 17.5 △ 9.2

　（ご参考）前期実績 百万円 百万円 百万円 円　銭

　（平成30年１月期） 1,041 361 249 59.17  

 

(３) 修正の理由 

通期につきまして、当社グル－プ子会社株式会社サクセスウェイの物流ソリュ－ション事業に

おきまして、主要取引先との取引の停止等の影響により、当初売上計画の売上高の大幅な減少

が見込まれることから、連結売上高を当初予想の2,720百万円から520百万円減少の2,200百万

円に修正いたします。また、株式会社ジャストプランニグのシステム機器販売等のシステムソ

リューション事業売上が当初計画見込売上から減少が見込まれることから、単体個別売上高を

1,200百万円から1,100百万円に修正いたします。一方、プットメニュ－株式会社の



 

 

「Putmenu」の新市場における事業拡大のため、当初の予算に対して、システム開発関連費用

をおよそ20百万円、マーケティング関連費用をおよそ30百万円追加して投入することといたし

ました。 

こうした結果、連結売上高は、前回予想を520百万円下回る2,200百万円、連結営業利益は、前

回予想を100百万円下回る370百万円、連結経常利益は、前回予想を100百万円下回る370百万

円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前回予想を38百万円下回る244百万円として通期業

績を修正いたします。 

 

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、 

実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

 

3. 配当予想の修正について 

(１) 配当予想修正の理由 

今回普通株式 1株につき 3株の割合をもって分割することに伴いまして、株式分割後と 

なる平成 31 年１月期の配当予想につきまして、平成 30 年 3 月 14 日に公表いたしました配当予

想を以下の通り修正いたします。  

なお、株式分割前の１株当たり配当予想に換算いたしますと、前回予想の 22円 00 銭 

から今回修正予想 22 円 20 銭となるため、実質 20 銭の増配となります。 

 

(２) 修正の内容 

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

 前回発表予想 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

　（平成30年３月14日発表） ― 0.00 ― 22.00 22.00

 今回修正予想 ― 0.00 ― 7.40 7.40

 前期実績 22.00

　（平成30年１月期） ― 0.00 ― （注）
22.00

年間配当金

（注）平成 30 年１月期につきましては、株式分割前の配当金額を記載しております。 

 

以上 


