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(百万円未満切捨て)

１．平成31年２月期第３四半期の連結業績（平成30年３月１日～平成30年11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２月期第３四半期 6,099 △0.1 438 1.4 449 3.2 295 2.2

30年２月期第３四半期 6,104 3.5 433 19.3 434 17.6 289 14.0
(注) 包括利益 31年２月期第３四半期 295百万円( 2.2％) 30年２月期第３四半期 289百万円( 14.0％)
　

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 36.16 －

30年２月期第３四半期 35.39 35.39
　

(注) 当社は、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。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、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定して
おります。なお、当第３四半期連結累計期間において、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
株式が存在し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 ％

31年２月期第３四半期 3,911 3,103 79.4

30年２月期 4,020 3,016 75.0
(参考) 自己資本 31年２月期第３四半期 3,103百万円 30年２月期 3,016百万円
　

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 － 24.00 － 12.50 －

31年２月期 － 13.00 －

31年２月期(予想) 13.00 26.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

当社は、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。これに伴い、平成30年２月
期の第２四半期末の配当金につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載し、年間配当金合計は
「－」として記載しております。

　

３．平成31年２月期の連結業績予想（平成30年３月１日～平成31年２月28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 8,350 1.5 625 6.7 632 7.5 427 0.4 52.28
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　

　

（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２月期３Ｑ 8,167,498株 30年２月期 8,167,498株

② 期末自己株式数 31年２月期３Ｑ 136株 30年２月期 130株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期３Ｑ 8,167,366株 30年２月期３Ｑ 8,165,777株

　
(注) 当社は、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。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、発行済株式数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

上記の平成31年２月期業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因により予想数値と異なる可能性がありますことをご了承ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、自然災害による個人消費への影響収束、原油価格の下落、

底堅い設備投資といった要因を背景に緩やかな回復基調が続いておりますが、外需の減速や米中貿易摩擦、国際金

融資本市場の変動、近隣諸国の地政学的リスクなどの不確実性が高まり、先行きは不透明な状況となっておりま

す。

　このような経済環境の中、当社グループにおきましては、既存の上位取引先からの引合いが堅調に推移するとと

もに、請負業務の課題であるプロジェクトの管理や人材育成、積極的な営業活動に継続して取り組む中で、その体

制構築も順調に進展してまいりました。さらに、マニュアル制作分野や、臨床試験（治験）における統計解析分野

での顧客開拓に進捗が見られ、自動運転分野など新規分野における取引も着実に拡大してまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,099百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は438百

万円（同1.4％増）、経常利益は449百万円（同3.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は295百万円（同2.2

％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資産、負債及び純資産の状況）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計額は3,911百万円となり、前連結会計年度末比109百万円の減少と

なりました。これは主に、流動資産その他が292百万円増加したこと、現金及び預金が340百万円減少したこと、受

取手形及び売掛金が61百万円減少したことによるものであります。

負債合計額は807百万円となり、前連結会計年度末比196百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等

が95百万円減少したこと、賞与引当金が203百万円減少したこと、流動負債その他が94百万円増加したことによるも

のであります。

純資産合計額は3,103百万円となり、前連結会計年度末比87百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主

に帰属する四半期純利益の計上等に伴い利益剰余金が87百万円増加したことによるものであります。
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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30年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,733,773 1,393,423

受取手形及び売掛金 1,126,298 1,064,518

仕掛品 218,426 236,595

原材料 5,439 12,513

その他 186,191 478,835

貸倒引当金 △6,706 △6,376

流動資産合計 3,263,422 3,179,510

固定資産

有形固定資産

土地 410,407 410,407

その他（純額） 138,140 130,237

有形固定資産合計 548,548 540,644

無形固定資産

のれん 56,522 37,681

その他 2,955 6,117

無形固定資産合計 59,477 43,799

投資その他の資産 148,875 147,194

固定資産合計 756,900 731,637

資産合計 4,020,323 3,911,148

負債の部

流動負債

買掛金 12,714 13,893

未払費用 87,967 126,416

未払法人税等 160,531 65,502

賞与引当金 212,689 8,945

受注損失引当金 32,022 565

その他 299,682 394,644

流動負債合計 805,609 609,968

固定負債

役員退職慰労引当金 60,693 69,803

その他 137,066 127,381

固定負債合計 197,760 197,185

負債合計 1,003,369 807,153

純資産の部

株主資本

資本金 214,265 214,265

資本剰余金 119,265 119,265

利益剰余金 2,683,533 2,770,582

自己株式 △109 △118

株主資本合計 3,016,954 3,103,994

純資産合計 3,016,954 3,103,994

負債純資産合計 4,020,323 3,911,148
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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29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年11月30日)

売上高 6,104,914 6,099,177

売上原価 4,911,475 4,922,965

売上総利益 1,193,438 1,176,212

販売費及び一般管理費 760,397 737,267

営業利益 433,041 438,945

営業外収益

受取利息 14 14

保険配当金 － 11,330

その他 1,941 1,402

営業外収益合計 1,956 12,748

営業外費用

支払利息 62 49

和解金 － 2,417

その他 2 163

営業外費用合計 65 2,631

経常利益 434,932 449,062

税金等調整前四半期純利益 434,932 449,062

法人税等 145,915 153,745

四半期純利益 289,017 295,316

親会社株主に帰属する四半期純利益 289,017 295,316
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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29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年11月30日)

四半期純利益 289,017 295,316

四半期包括利益 289,017 295,316

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 289,017 295,316

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）

該当事項はありません。

（四半期連結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３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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