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1. 平成31年1月期の連結業績（平成30年2月1日～平成31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 ％

31年1月期 2,254 △5.7 284 △33.5 297 △29.9 147 △47.6

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

（注）包括利益 31年1月期　　144百万円 （△50.4％） 30年1月期　　291百万円 （3.5％）

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 ％ ％ ％

31年1月期 11.64 11.53 4.7 8.6 12.6

30年1月期 22.25 22.12 9.4 12.4 17.9

（参考） 持分法投資損益 31年1月期 ―百万円 30年1月期 ―百万円

（注）当社は、平成30年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３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株式分割が行われたと
仮定して１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当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 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

31年1月期 3,403 3,136 92.0 246.38

30年1月期 3,503 3,180 88.9 245.96

（参考） 自己資本 31年1月期 3,130百万円 30年1月期 3,113百万円

（注）当社は、平成30年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３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株式分割が行われたと
仮定して１株当たり純資産を算定しております。

(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

31年1月期 65 △85 △188 1,444

30年1月期 390 △322 △75 1,653

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 ％ ％

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

31年1月期 ― 0.00 ― 7.40 7.40 94 63.6 3.0

32年1月期(予想) ― 0.00 ― 7.40 7.40 ―

（注）当社は、平成30年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。なお、平成30年１月期については当該株式分割前
の実際の配当金の額を記載しております。



3. 平成32年 1月期の連結業績予想（平成31年 2月 1日～平成32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) 1,208 12.3 134 △23.7 135 △23.7 81 △34.1 6.37

通期 2,452 8.8 204 △28.2 205 △31.0 114 △22.8 8.97

※ 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） 31年1月期 12,706,338 株 30年1月期 4,219,346 株

② 期末自己株式数 31年1月期 246 株 30年1月期 ― 株

③ 期中平均株式数 31年1月期 12,684,370 株 30年1月期 12,657,691 株

（注）当社は、平成30年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３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株式分割が行われ
たと仮定して期中平均株式数を算定しております。

（参考）個別業績の概要

1. 平成31年1月期の個別業績（平成30年2月1日～平成31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 ％

31年1月期 1,075 3.3 284 △21.7 287 △20.4 203 △18.6

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

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

31年1月期 16.02 15.86

30年1月期 19.72 19.61

（注）当社は、平成30年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３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株式分割が行われたと
仮定して期中平均株式数を算定しております。

(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

31年1月期 3,248 3,123 96.0 245.38

30年1月期 3,116 3,005 96.2 236.86

（参考） 自己資本 31年1月期 3,117百万円 30年1月期 2,998百万円

（注）当社は、平成30年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３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株式分割が行われたと
仮定して期中平均株式数を算定しております。



2. 平成32年 1月期の個別業績予想（平成31年 2月 1日～平成32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) 607 14.3 150 △8.4 104 △7.8 8.18

通期 1,135 5.5 244 △15.3 169 △16.8 13.30

※ 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＞４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31年３月25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。


