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(百万円未満切捨て)

１．平成30年10月期第１四半期の連結業績（平成29年11月１日～平成30年１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 ％

30年10月期第１四半期 1,712 ― △201 ― △169 ― △133 ―

29年10月期第１四半期 3,109 12.9 147 ― 153 ― 92 ―
(注) 包括利益 30年10月期第１四半期 △143百万円( ―％) 29年10月期第１四半期 101百万円( ―％)
　

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

30年10月期第１四半期 △20.56 ―

29年10月期第１四半期 14.31 ―
　

(注)当社及び全ての連結子会社は、平成29年10月期より決算期（事業年度の末日）を10月31日に変更いたしました。
そのため、平成30年10月期第１四半期（平成29年11月１日から平成30年１月31日）と比較対象になる平成29年10月期
第１四半期（平成29年４月１日から平成29年６月30日）の期間が異なるため、対前年同四半期増減率については記載
しておりません。平成29年10月期第１四半期は当社及び全ての連結子会社は、平成29年４月１日から平成29年６月30
日までを連結対象期間としておりました。

　

（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 ％

30年10月期第１四半期 9,449 6,314 64.8

29年10月期 10,649 6,491 59.2
(参考) 自己資本 30年10月期第１四半期 6,125百万円 29年10月期 6,306百万円
　

　　

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

29年10月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年10月期 ―

30年10月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00
(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30年10月期の連結業績予想（平成29年11月１日～平成30年10月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 5,700 ― 80 ― 90 ― 50 ― 7.70

通期 11,900 ― 390 ― 400 ― 190 ― 29.27
(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) 平成29年10月期は、決算期の変更により平成29年４月１日から平成29年10月31日までの７ヶ月間となっておりま
す。また、第２四半期(累計)につきましては、四半期報告書の提出がありません。このため、対前期及び前年同四半期
増減率については記載しておりません。
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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) 30年10月期１Ｑ 6,691,300株 29年10月期 6,691,300株

② 期末自己株式数 30年10月期１Ｑ 199,680株 29年10月期 199,260株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年10月期１Ｑ 6,491,620株 29年10月期１Ｑ 6,492,381株
　

　

※ 四半期決算短信は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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．四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29年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,521,064 2,425,951

受取手形及び売掛金 2,698,183 1,587,752

リース投資資産 171,187 168,351

親会社株式 398,143 365,568

商品及び製品 1,325,263 1,520,871

仕掛品 38,298 37,644

原材料及び貯蔵品 311,505 102,456

未成工事支出金 275,484 458,633

その他 299,020 165,905

貸倒引当金 △44,278 △25,158

流動資産合計 7,993,872 6,807,976

固定資産

有形固定資産

土地 1,236,998 1,236,998

その他（純額） 414,405 411,367

有形固定資産合計 1,651,403 1,648,365

無形固定資産

のれん 55,668 51,755

その他 9,668 8,932

無形固定資産合計 65,336 60,688

投資その他の資産

投資有価証券 195,521 204,368

リース投資資産 253,676 244,841

ゴルフ会員権 223,365 222,915

その他 438,183 431,245

貸倒引当金 △171,881 △171,031

投資その他の資産合計 938,865 932,339

固定資産合計 2,655,605 2,641,393

資産合計 10,649,478 9,449,369
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,982,713 1,236,563

1年内返済予定の長期借入金 194,430 166,656

リース債務 164,416 162,360

未払法人税等 97,666 24,831

賞与引当金 179,944 88,042

その他 481,641 493,207

流動負債合計 3,100,813 2,171,661

固定負債

長期借入金 111,136 69,472

リース債務 231,430 227,495

役員退職慰労引当金 152,463 93,875

退職給付に係る負債 496,500 504,507

その他 65,776 68,023

固定負債合計 1,057,306 963,375

負債合計 4,158,120 3,135,036

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,428 1,102,428

資本剰余金 1,328,851 1,328,851

利益剰余金 3,771,359 3,605,418

自己株式 △51,120 △51,276

株主資本合計 6,151,517 5,985,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 155,339 139,695

その他の包括利益累計額合計 155,339 139,695

非支配株主持分 184,501 189,215

純資産合計 6,491,358 6,314,332

負債純資産合計 10,649,478 9,449,369
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年１月31日)

売上高 3,109,394 1,712,200

売上原価 2,269,454 1,248,728

売上総利益 839,940 463,471

販売費及び一般管理費 692,300 664,609

営業利益又は営業損失（△） 147,639 △201,138

営業外収益

受取利息 1 460

受取配当金 2,371 7,675

受取賃貸料 2,164 2,223

貸倒引当金戻入額 - 19,970

雑収入 2,769 2,118

営業外収益合計 7,305 32,447

営業外費用

支払利息 501 307

雑損失 790 32

営業外費用合計 1,291 339

経常利益又は経常損失（△） 153,653 △169,030

特別利益

保険解約返戻金 - 4,681

特別利益合計 - 4,681

特別損失

固定資産廃棄損 - 0

ゴルフ会員権評価損 3,875 -

ゴルフ会員権売却損 - 240

特別損失合計 3,875 240

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

149,778 △164,588

法人税等 54,534 △37,425

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,244 △127,163

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,325 6,317

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

92,918 △133,480
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年１月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,244 △127,163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,905 △16,206

その他の包括利益合計 5,905 △16,206

四半期包括利益 101,149 △143,369

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99,382 △149,123

非支配株主に係る四半期包括利益 1,767 5,754
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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１四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。

２．その他

当社グループの緑化関連薬剤・資材事業の販売はその商品性により第１四半期連結会計期間は不需要期にあたり

ます。そのため第１四半期連結会計期間は、その他の四半期連結会計期間と比べて、売上高は著しく減少するとい

った季節的要因があります。
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