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(百万円未満切捨て)

１． 平成31年１月期第３四半期の業績（平成30年２月１日～平成30年10月31日）
（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年１月期第３四半期 485 　 8.3 102 16.3 92 4.3 63 9.0

30年１月期第３四半期 448 ― 88 ― 88 ― 58 ―
　

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１月期第３四半期 26.42 ―

30年１月期第３四半期 29.34 ―

（注）１．平成29年1月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成30年1月期第３四半期の

　 対前年四半期増減率を記載しておりません。

　 ２．当社は平成29年３月31日付で普通株式1株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に

　 当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

31年１月期第３四半期 1,093 760 69.6

30年１月期 471 180 38.2

(参考) 自己資本 31年１月期第３四半期 760 百万円 30年１月期 180 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１月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

31年１月期 ― 0.00 ―

31年１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

　

３．平成31年１月期の業績予想（平成30年２月１日～平成31年１月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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 702 15.9 178 43.4 178 50.0 118 51.4 48.96

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）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

（３）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１月期３Ｑ 2,445,400株 30年１月期 1,992,000株

② 期末自己株式数 31年１月期３Ｑ 43株 30年１月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年１月期３Ｑ 2,410,500株 30年１月期３Ｑ 1,992,000株

　(注)当社は、平成29年３月31日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首

　 に株式分割が行われたと仮定して、発行済株式（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

　 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しているため、多分に

不確定要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化により予想数値と異なる可能性があります。
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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３四半期累計期間(自 平成30年２月１日 至 平成30年10月31日)における我が国経済は、緩やかな景気拡

大の動きが続きました。輸出は比較的堅調な伸びを続け、設備投資も堅調に推移しました。ただ、雇用情勢が改善

し人手不足が深刻になるなかでも賃金の伸びは鈍く、個人消費の伸びは引き続き鈍いものとなりました。

一方、先行きの企業の業況判断については、米トランプ政権の政策や米中貿易戦争の行方など不透明感が高まる

なか、原油高等による原材料費の上昇や、人手不足による人件費の上昇懸念もあり、全般的に低下することが予想

されています。

当社が事業を展開しております国内のＢtoＢ(企業間電子商取引)市場は、平成29年のインターネットによる企業

間電子商取引が前年比9.0％増の317兆円（うち卸売は前年比12.0％増の94兆円）、電子商取引の割合であるＥＣ化

率が前年比1.3ポイント増の29.6％（うち卸売は前年比0.8ポイント増の26.9％）と、着実に拡大しております。

(出典：経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)

報告書」)

このような事業環境のもと、出店型のマーケットプレイス市場であります「Ｍマート（食材を取扱う市場）」及

び「Ｂnet（食材以外を取扱う市場）」を中心に営業活動に注力した結果、当第３四半期末における出店数はＭマー

ト886店（対前年同月比138店増）、Ｂnet259店（同4店増）、総流通高は4,110百万円（同181百万円増）、買い手会

員数は118千件（同12千件増）となりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の営業収益は485,351千円（前年同期比8.3％増）となりました。利益面では

幹部人材の採用費が増加したため、営業利益は102,909千円（前年同期比16.3％増)、経常利益92,116千円（前年同

期比4.3％増）、四半期純利益は63,689千円（前年同期比9.0％増）となりました。

なお、セグメントの業績は、セグメント情報を記載していないため省略しております。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産の部）

当第３四半期会計期間末の総資産は1,093,722千円となり、前事業年度末に比べて621,973千円の増加となりま

した。これは主に、現金及び預金が566,867千円増加したことによるものです。

　 （負債の部）

　 負債につきましては332,766千円となり、前事業年度末に比べ41,201千円増加しました。これは主に、営業未払金

が27,802千円、その他（預り金）が25,722千円増加したものの、未払法人税等が8,730千円減少したことによるもの

です。

　 （純資産の部）

　 純資産につきましては760,955千円となり、前事業年度末に比べ580,772千円増加しました。これは主に、利益剰

余金63,689千円の増加と、新規上場にともない資本金及び資本準備金がそれぞれ258,619千円増加したことによるも

のです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年１月期の業績予想につきましては、平成30年３月15日に公表いたしました業績予想の数値から変更は

ありません。

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しているため、多分に

　不確定要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化により予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成30年１月31日)

当第３四半期会計期間
(平成30年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 295,439 862,306

売掛金 12,386 15,554

営業未収入金 84,650 114,203

その他 14,098 38,201

貸倒引当金 △796 △2,133

流動資産合計 405,778 1,028,132

固定資産

有形固定資産 5,000 5,543

無形固定資産 132 13

投資その他の資産

敷金及び保証金 60,838 60,033

投資その他の資産合計 60,838 60,033

固定資産合計 65,971 65,590

資産合計 471,749 1,093,722

負債の部

流動負債

短期借入金 30,000 30,000

営業未払金 82,400 110,203

ポイント引当金 2,649 3,627

未払法人税等 43,751 35,020

その他 132,764 153,915

流動負債合計 291,565 332,766

負債合計 291,565 332,766

純資産の部

株主資本

資本金 60,000 318,619

資本剰余金 2,162 260,782

利益剰余金 118,020 181,709

自己株式 － △155

株主資本合計 180,183 760,955

純資産合計 180,183 760,955

負債純資産合計 471,749 1,093,722
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成29年２月１日
　至 平成29年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年２月１日
　至 平成30年10月31日)

営業収益 448,296 485,351

営業費用 359,773 382,442

営業利益 88,523 102,909

営業外収益

受取利息 5 12

助成金収入 - 600

その他 50 163

営業外収益合計 56 775

営業外費用

支払利息 294 312

株式交付費 - 6,097

株式公開費用 - 5,106

その他 4 51

営業外費用合計 298 11,568

経常利益 88,281 92,116

税引前四半期純利益 88,281 92,116

法人税、住民税及び事業税 29,840 28,427

法人税等合計 29,840 28,427

四半期純利益 58,441 63,689
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（３）四半期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）

　 株主資本の著しい変動

　 当社は、平成30年２月23日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。上場にあたり、平成30年

　 ２月22日を振込期日とする公募による募集株式453,400株の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ

　 258,619千円増加しております。

　 この結果、当第３四半期会計期間末において、資本金318,619千円、資本準備金260,782千円となっております。

（四半期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）

　 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

　 実行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しております。
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