
平成31年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成30年12月27日

上 場 会 社 名 株式会社セキチュー 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9976 URL http://www.sekichu.co.jp

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 関 口 忠 弘

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理部長 (氏名) 霜 鳥 守 雅 (TEL)027（345）1111

四半期報告書提出予定日 平成30年12月28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 ：無

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31年２月期第３四半期の業績（平成30年２月21日～平成30年11月20日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年２月期第３四半期 22,461 △4.2 217 △9.7 286 △10.5 179 △5.2

30年２月期第３四半期 23,455 △5.4 241 △63.2 319 △57.2 189 △60.4
　

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２月期第３四半期 33.31 －

30年２月期第３四半期 35.15 －

(注)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。
平成30年２月期の期首に株式併合が行なわれたと仮定し、１株当たり四半期純利益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２月期第３四半期 20,048 11,422 57.0

30年２月期 20,029 11,411 57.0
(参考) 自己資本 31年２月期第３四半期 11,422百万円 30年２月期 11,411百万円

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２月期 － 0.00 － 10.00 10.00

31年２月期 － 0.00 －

31年２月期(予想) 20.00 20.00
(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

(注２) 当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。
　 平成31年２月期(予想)の期末の配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しており
　 ます。株式併合を考慮しない場合の平成31年２月期(予想)の期末の配当金は10円00銭となります。詳細に
　 つきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。

３．平成31年２月期の業績予想（平成30年２月21日～平成31年２月20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 30,100 △4.0 310 1.2 350 △11.1 200 10.6 37.13
　(注１)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

(注２)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。
平成31年２月期の業績予想(通期)の１株当たりの当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮した金額
を記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成31年２月期の業績予想(通期)における１株当たり当期
純利益は18円56銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事
項」をご覧ください。
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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 ： 無
　

　

（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２月期３Ｑ 5,586,150株 30年２月期 5,586,150株

② 期末自己株式数 31年２月期３Ｑ 200,192株 30年２月期 200,157株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期３Ｑ 5,385,985株 30年２月期３Ｑ 5,386,322株
　

(注)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。期末
　 発行株式数、期末自己株式数および期中平均株式数につきましては、平成30年２月期の期首に当該株式併合が行
　 なわれたと仮定して算定しております。

　

※ 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、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。
　
　(株式併合後の配当及び業績予想について)
　当社は、平成30年５月17日開催の第67回定時株主総会において、株式併合及び単元株式数の変更について承認
　可決され、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。
　併せて、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成31年２
　月期の配当予想及び業績予想は以下のとおりとなります。
　 (１)平成31年２月期の配当予想
　 １株当たり配当金 (期末) 10円00銭
　 (２)平成31年２月期の業績予想
　 １株当たり当期純利益(期末) 18円56銭
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１．四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２月20日)

当第３四半期会計期間
(平成30年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 830,972 808,138

売掛金 455,829 554,783

たな卸資産 5,959,694 6,274,049

その他 591,831 578,392

流動資産合計 7,838,328 8,215,364

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,325,296 3,289,692

土地 2,773,951 2,767,311

その他（純額） 894,319 812,167

有形固定資産合計 6,993,567 6,869,171

無形固定資産 634,051 563,186

投資その他の資産

差入保証金 3,780,219 3,695,154

その他 806,459 728,756

貸倒引当金 △23,285 △23,286

投資その他の資産合計 4,563,394 4,400,624

固定資産合計 12,191,013 11,832,982

資産合計 20,029,342 20,048,347

負債の部

流動負債

買掛金 4,562,624 4,866,336

短期借入金 1,000,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 499,716 516,401

未払法人税等 37,931 99,319

賞与引当金 79,033 137,637

ポイント引当金 68,728 93,592

その他 646,193 787,279

流動負債合計 6,894,226 7,300,565

固定負債

長期借入金 986,069 594,597

役員退職慰労引当金 53,953 53,453

資産除去債務 330,372 334,671

その他 353,141 342,730

固定負債合計 1,723,536 1,325,451

負債合計 8,617,763 8,626,017
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年２月20日)

当第３四半期会計期間
(平成30年11月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,921,525 2,921,525

資本剰余金 3,558,349 3,558,349

利益剰余金 4,935,093 5,006,780

自己株式 △205,891 △205,931

株主資本合計 11,209,077 11,280,724

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 202,501 141,605

評価・換算差額等合計 202,501 141,605

純資産合計 11,411,579 11,422,329

負債純資産合計 20,029,342 20,048,347
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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21日
　至 平成29年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年２月21日
　至 平成30年11月20日)

売上高 23,455,564 22,461,048

売上原価 16,707,889 16,110,074

売上総利益 6,747,674 6,350,973

営業収入

不動産賃貸収入 472,709 466,160

営業総利益 7,220,384 6,817,133

販売費及び一般管理費 6,978,948 6,599,213

営業利益 241,435 217,920

営業外収益

受取利息 25,367 23,673

受取配当金 6,672 7,873

受取手数料 13,076 12,256

受取保険料 30,977 6,934

補助金収入 － 17,743

その他 14,697 16,875

営業外収益合計 90,791 85,357

営業外費用

支払利息 5,005 5,308

固定資産除却損 7,417 11,027

その他 1 801

営業外費用合計 12,423 17,138

経常利益 319,803 286,139

特別損失

減損損失 26,627 1,637

特別損失合計 26,627 1,637

税引前四半期純利益 293,175 284,501

法人税、住民税及び事業税 86,521 118,205

法人税等調整額 17,316 △13,110

法人税等合計 103,838 105,095

四半期純利益 189,337 179,406
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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）

　 前第３四半期累計期間(自 平成29年２月21日 至 平成29年11月20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29年５月18日
定時株主総会

普通株式 107,733 10.00 平成29年２月20日 平成29年５月19日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

　 なるもの

　 該当事項はありません。

　

　 当第３四半期累計期間(自 平成30年２月21日 至 平成30年11月20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５月17日
定時株主総会

普通株式 107,719 10.00 平成30年２月20日 平成30年５月18日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

　 なるもの

　 該当事項はありません。
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２．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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