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1. 平成30年1月期の連結業績（平成29年2月1日～平成30年1月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年1月期 2,390 △2.4 427 △1.1 424 0.1 281 2.3

29年1月期 2,450 11.2 432 △14.7 424 △17.1 275 △22.4

（注）包括利益 30年1月期　　291百万円 （3.5％） 29年1月期　　281百万円 （△18.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年1月期 66.74 66.37 9.4 12.4 17.9

29年1月期 65.24 64.96 9.8 13.1 17.6

（参考） 持分法投資損益 30年1月期 ―百万円 29年1月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年1月期 3,503 3,180 88.9 737.89

29年1月期 3,317 2,963 87.6 688.83

（参考） 自己資本 30年1月期 3,113百万円 29年1月期 2,905百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

30年1月期 390 △322 △75 1,653

29年1月期 320 △386 △75 1,660

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

29年1月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 75 28.7 2.7

30年1月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00 92 35.2 3.1

31年1月期(予想) ― 0.00 ― 22.00 22.00 ―

3. 平成31年 1月期の連結業績予想（平成30年 2月 1日～平成31年 1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) 1,300 6.6 225 2.1 225 3.9 135 △6.2 32.00

通期 2,720 13.8 470 9.9 470 10.7 282 0.1 66.84



※ 注記事項

(1) 期中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) 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） 30年1月期 4,219,346 株 29年1月期 6,157,800 株

② 期末自己株式数 30年1月期 ― 株 29年1月期 1,939,954 株

③ 期中平均株式数 30年1月期 4,219,230 株 29年1月期 4,217,734 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成30年1月期の個別業績（平成29年2月1日～平成30年1月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年1月期 1,041 △2.0 363 △2.9 361 △1.8 249 1.3

29年1月期 1,062 △5.6 374 △17.2 368 △19.6 246 △21.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

30年1月期 59.17 58.84

29年1月期 58.45 58.20

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年1月期 3,116 3,005 96.2 710.59

29年1月期 2,932 2,829 96.2 669.10

（参考） 自己資本 30年1月期 2,998百万円 29年1月期 2,822百万円

2. 平成31年 1月期の個別業績予想（平成30年 2月 1日～平成31年 1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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 530 △0.8 185 5.6 111 △8.2 26.31

通期 1,200 15.2 400 10.6 240 △3.9 56.88

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想等の将来に関する記述は、発生日現在において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って予測数値と異
なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については決算短信＜添付資料＞5ページ「1.経営成績等の概況（4）今後の見通し」をご覧ください。
決算補足説明資料については30年3月23日以降、機関投資家アナリスト向けに作成した資料をHPに掲載いたします。


