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1. 2020年1月期第2四半期の連結業績（2019年2月1日～2019年7月31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 ％

2020年1月期第2四半期 1,458 35.7 317 25.7 304 27.9 254 64.9

2019年1月期第2四半期 1,074 ― 252 ― 237 ― 154 ―

（注）包括利益 2020年1月期第2四半期　　248百万円 （63.7％） 2019年1月期第2四半期　　151百万円 （―％）

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

2020年1月期第2四半期 6.77 6.18

2019年1月期第2四半期 4.16 3.90

（注）2018年９月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。前連結会計期間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、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。

(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 ％

2020年1月期第2四半期 3,289 2,932 88.5

2019年1月期 3,040 2,614 85.6

（参考）自己資本 2020年1月期第2四半期 2,912百万円 2019年1月期 2,602百万円

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

2019年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

2020年1月期 ― 0.00

2020年1月期（予想） ― ― ―

(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) 2020年１月期の１株当たり配当金については未定です。

3. 2020年 1月期の連結業績予想（2019年 2月 1日～2020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
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 3,360 34.2 800 7.5 790 8.5 585 40.9 15.63

（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） 2020年1月期2Q 37,908,800 株 2019年1月期 37,438,400 株

② 期末自己株式数 2020年1月期2Q 1,006 株 2019年1月期 976 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年1月期2Q 37,568,981 株 2019年1月期2Q 37,026,232 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

　本資料における予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内
在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は将来予測に関するいかなる内
容についてもその確実性を保証するものではありません。

（日付の表示方法の変更）

「2020年１月期第１四半期決算短信」より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、堅実な企業業績を背景に、緩やかな回復基調を維持してお

ります。しかしながら、米中貿易摩擦の激化による世界経済の不確実性や消費税増税に伴う個人消費等への影響

が懸念されるなど、先行き不透明な状況となっております。

当社が属するライフエンディング市場におきましては、潜在的需要は人口動態を背景に年々増加すると推測さ

れ、「終活」の浸透が進み、ライフエンディングに対する社会的関心は日増しに高まりを見せております。しか

しながら、仏壇仏具やお墓等におきましては、ユーザーの節約志向に加え、ユーザーの生活スタイルや価値観の

多様化による購入商品の小型化・低価格化の傾向が継続しております。葬祭事業においても、核家族化や葬儀規

模の縮小により、単価は減少傾向が続いております。

このような事業環境の中、当社は新規提携先や新サービスの開拓、ポータルサイトの改善や紹介率向上のため

のＳＥＯの強化など数多くの施策を行ってまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,458,306千円（前年同期比35.7%増）、営業利益

317,434千円（前年同期比25.7%増）、経常利益304,333千円（前年同期比27.9%増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は254,257千円（前年同期比64.9%増）となりました。

なお、当社はライフエンディング事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいためセ

グメント別の業績の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は2,712,739千円（前連結会計年度末比20,795千円減）となりました。

主な要因としては、現金及び預金の減少106,272千円、売掛金の増加59,656千円及び前払費用の増加26,406千円で

あります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は576,466千円（前連結会計年度末比269,638千円増）となりました。

主な要因は、ソフトウェア仮勘定の増加39,470千円、のれんの増加32,356千円、敷金及び保証金の増加210,917千

円及び保険積立金の減少21,176千円であります。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は327,266千円（前連結会計年度末比87,934千円減）となりました。主

な要因は、未払金の増加40,740千円、未払法人税等の減少107,395千円、未払消費税等の減少37,546千円、賞与引

当金の増加5,158千円及び前受金の増加5,047千円であります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は29,524千円（前連結会計年度末比18,711千円増）となりました。主

な要因は長期借入金の増加14,828千円であります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は2,932,414千円（前連結会計年度末比318,065千円増）となりました。

主な要因は、資本金の増加84,139千円及び資本剰余金の増加84,139千円及び利益剰余金の増加141,945千円であ

り、自己資本比率は88.5％であります。

なお、第１四半期連結会計期間より「『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）等の適用による表示方法の変更を行いましたため、遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行

っております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予測につきましては、2019年３月14日に公開した連結業績予想から変更はありません。
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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
(2019年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,062,154 1,955,882

売掛金 635,298 694,954

商品及び製品 3,304 4,196

仕掛品 1,718 891

貯蔵品 521 1,131

前払費用 36,808 63,215

その他 758 1,076

貸倒引当金 △7,031 △8,609

流動資産合計 2,733,534 2,712,739

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 42,981 28,254

構築物（純額） - 3,010

工具、器具及び備品（純額） 26,564 24,767

船舶（純額） - 8,783

その他 - 219

有形固定資産合計 69,545 65,035

無形固定資産

ソフトウエア 114,694 119,804

ソフトウエア仮勘定 14,241 53,711

のれん - 32,356

その他 202 202

無形固定資産合計 129,138 206,075

投資その他の資産

投資有価証券 6,467 10,724

繰延税金資産 28,982 32,176

敷金及び保証金 49,977 260,895

保険積立金 21,176 -

その他 1,540 1,560

投資その他の資産合計 108,144 305,355

固定資産合計 306,828 576,466

資産合計 3,040,363 3,289,205
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 787 2,483

1年内返済予定の長期借入金 5,000 3,432

未払金 84,860 125,601

未払法人税等 207,895 100,500

未払消費税等 61,956 24,410

前受金 12,573 17,620

預り金 9,339 13,183

賞与引当金 31,669 36,828

その他 1,119 3,207

流動負債合計 415,201 327,266

固定負債

長期借入金 - 14,828

退職給付に係る負債 10,813 13,152

その他 - 1,544

固定負債合計 10,813 29,524

負債合計 426,014 356,791

純資産の部

株主資本

資本金 792,706 876,845

資本剰余金 752,706 836,845

利益剰余金 1,056,727 1,198,672

自己株式 △123 △165

株主資本合計 2,602,016 2,912,198

新株予約権 12,332 10,770

非支配株主持分 - 9,445

純資産合計 2,614,348 2,932,414

負債純資産合計 3,040,363 3,289,205
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年２月１日
　至 2018年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月１日
　至 2019年７月31日)

売上高 1,074,474 1,458,306

売上原価 357,486 478,539

売上総利益 716,988 979,766

販売費及び一般管理費 464,456 662,332

営業利益 252,532 317,434

営業外収益

受取利息 35 32

為替差益 466 -

助成金収入 300 -

保険事務手数料 340 -

その他 413 902

営業外収益合計 1,555 935

営業外費用

支払利息 64 220

為替差損 - 67

保険解約損 1,525 8,906

調査費用 14,557 4,505

その他 - 336

営業外費用合計 16,147 14,036

経常利益 237,940 304,333

特別利益

投資有価証券売却益 - 41,032

特別利益合計 - 41,032

税金等調整前四半期純利益 237,940 345,365

法人税、住民税及び事業税 88,236 100,286

法人税等調整額 △1,970 △3,193

法人税等合計 86,266 97,092

四半期純利益 151,674 248,272

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,500 △5,984

親会社株主に帰属する四半期純利益 154,174 254,257
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年２月１日
　至 2018年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月１日
　至 2019年７月31日)

四半期純利益 151,674 248,272

四半期包括利益 151,674 248,272

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 154,174 254,257

非支配株主に係る四半期包括利益 △2,500 △5,984
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年２月１日
　至 2018年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月１日
　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 237,940 345,365

減価償却費 9,709 40,881

のれん償却額 - 2,488

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,910 1,577

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,034 5,158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 2,339

受取利息及び受取配当金 △35 △32

支払利息 64 220

為替差損益（△は益） △466 67

投資有価証券売却損益（△は益） - △41,032

売上債権の増減額（△は増加） △143,078 △59,569

その他 △5,553 △5,843

小計 107,525 291,621

利息の受取額 35 32

利息の支払額 △127 △206

法人税等の支払額 △63,099 △212,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,335 79,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 5,800 -

有形固定資産の取得による支出 △22,540 △4,945

無形固定資産の取得による支出 △71,656 △51,160

投資有価証券の取得による支出 - △10,724

投資有価証券の売却による収入 - 47,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

- △15,796

敷金及び保証金の差入による支出 △3,598 △210,390

敷金及び保証金の回収による収入 - 348

保険積立金の積立による支出 △10,967 -

保険積立金の解約による収入 11,745 12,269

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,217 △232,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △5,000 △6,716

新株予約権の行使による株式の発行による収入 14,508 166,716

新株予約権の発行による収入 6,282 -

非支配株主からの払込みによる収入 2,500 -

配当金の支払額 △55,277 △112,312

その他 - △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,987 47,646

現金及び現金同等物に係る換算差額 466 △67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △83,402 △106,272

現金及び現金同等物の期首残高 1,832,132 2,037,271

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,748,729 1,930,999
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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。

（セグメント情報等）

当社はライフエンディング事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいためセグメント

別の業績の記載を省略しております。

（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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