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(百万円未満切捨て)

１．2020年２月期第１四半期の連結業績（2019年３月１日～2019年５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２月期第１四半期 1,405 3.4 △44 ― △44 ― △47 ―

2019年２月期第１四半期 1,359 14.9 33 △57.9 33 △57.3 18 △53.8
(注) 包括利益 2020年２月期第１四半期 △47百万円( ―％) 2019年２月期第１四半期 18百万円(△53.8％)
　

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２月期第１四半期 △23.43 ―

2019年２月期第１四半期 9.13 ―
　

(注）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 ％

2020年２月期第１四半期 1,850 1,145 61.9

2019年２月期 1,948 1,233 63.3
(参考) 自己資本 2020年２月期第１四半期 1,145百万円 2019年２月期 1,233百万円
　
　　

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２月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2020年２月期 ―

2020年２月期(予想) 0.00 ― 25.00 25.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2020年２月期の連結業績予想（2019年３月１日～2020年２月29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 6,742 16.3 269 46.4 265 43.7 166 141.8 82.11
(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）第２四半期連結累計期間における業績予想は行っておりません。
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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 ： 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２月期１Ｑ 2,032,600株 2019年２月期 2,032,600株

② 期末自己株式数 2020年２月期１Ｑ 269株 2019年２月期 269株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年２月期１Ｑ 2,032,331株 2019年２月期１Ｑ 2,031,031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．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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の業績や雇用・所得環境の改善、設備投資の増加などを

背景に、景気は緩やかな回復基調にあります。一方、世界情勢においては、中国経済および中東の先行き等、引き

続き懸念材料も多く、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、少子高齢化という人口構造の変化により、新規住宅着工戸数

の減少が予測されており、既存住宅の平均築年数は上昇しております。そのため、住宅の老朽化と共に、水まわり

のトラブルを含む住宅の不具合は増える傾向にあり、当社グループの主力事業であります水まわりの修理等の需要

は底堅く推移しました。また、水まわりを含めたリフォーム市場全体については、政府による「いいものを作って、

きちんと手入れして、長く使う」社会に向けた既存住宅流通・リフォーム市場活性化の取り組みにより、リフォー

ムによる住宅の長寿命化や資産価値の向上を求めるお客さまの増加による需要の拡大が見込まれております。

このような環境のもとで、当社グループは、主力事業であります水まわり緊急修理サービス事業では、引き続き

受注拡大や業務提携先との関係強化を図ってまいりました。また、継続的な研修・教育に注力し、サービス品質の

向上に努めてまいりました。ミネラルウォーター事業におきましては、ペットボトル式のナチュラルミネラルウォ

ーターの販売、ウォーターディスペンサー充填式ミネラルウォーターの販売を行っており、販売は順調に推移しま

した。また、ヘルスケア事業におきましては、健康志向の高まりを背景に水まわり緊急修理サービス事業でつちか

った「サービス力」を活かしてパーソナルトレーニングジムを２店舗運営しております。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,405,861千円（前年同期比3.4％増）となりました。

営業損失は、現場サービススタッフ増員による人件費等の増加、自社広告宣伝費の増加等により44,793千円（前年

同期は33,234千円の営業利益）は、経常損失は44,990千円（前年同期は33,281千円の経常利益）は、親会社株主に

帰属する四半期純損失は47,614千円（前年同期は18,547千円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりまし

た。

各事業部門の状況は次のとおりであります。

・水まわり緊急修理サービス事業

業務提携先からの入電が不調に推移し売上が伸び悩みました。一方で、自社広告宣伝費の増加や現場サービス

スタッフ数の増加等により売上原価、販売費及び一般管理費は増加いたしました。

以上の結果、当事業の売上高は1,190,496千円（前年同期比1.8％減）、営業損失は49,963千円（前年同期は

24,657千円の営業利益）となりました。

・ミネラルウォーター事業

ペットボトル式のナチュラルミネラルウォーターの販売、ウォーターディスペンサー充填式ミネラルウォータ

ーの販売を行っており、防災用品商社等を納品先とした備蓄用の保存水の販売やホテルを納品先としたプライベ

ートブランド商品の販売が順調に推移しました。

以上の結果、当事業の売上高は201,734千円（前年同期比37.0％増）、営業利益は9,978千円（前年同期比16.3

％増）となりました。

・ヘルスケア事業

健康志向の高まりを背景に水まわり緊急修理サービス事業で培った「サービス力」を活かしてパーソナルトレ

ーニングジムを２店舗運営しております。

以上の結果、当事業の売上高は13,630千円、営業損失は6,186千円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における資産の額は、前連結会計年度末に比べ98,395千円減少し、1,850,008千円

となりました。これは主に、現金及び預金が161,279千円減少したものの、売掛金が35,658千円増加したことによ

るものであります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債の額は、前連結会計年度末に比べ10,135千円減少し、704,771千円と

なりました。これは主に、未払法人税等が32,234千円したものの、未払金が23,458千円したことによるものであ

ります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産の額は、前連結会計年度末に比べ88,260千円減少し、1,145,237千

円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上、配当金の支払いにより利益剰余金が減少

したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年２月期の通期の業績予想につきましては、2019年４月12日付の「2020年２月期 決算短信」で公表しま

した内容に変更はありません。
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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
(平成31年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(令和元年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 864,861 703,582

売掛金 354,961 390,619

商品及び製品 17,031 16,510

原材料及び貯蔵品 142,521 123,865

その他 133,936 158,555

貸倒引当金 △1,804 △2,169

流動資産合計 1,511,507 1,390,963

固定資産

有形固定資産 293,164 308,595

無形固定資産 22,750 35,779

投資その他の資産

その他 132,368 125,965

貸倒引当金 △11,387 △11,295

投資その他の資産合計 120,981 114,670

固定資産合計 436,896 459,044

資産合計 1,948,404 1,850,008

負債の部

流動負債

買掛金 113,102 101,204

1年内返済予定の長期借入金 46,635 34,653

未払金 331,198 354,656

未払法人税等 36,049 3,815

工事補償引当金 1,934 1,927

その他 82,376 113,982

流動負債合計 611,296 610,238

固定負債

長期借入金 33,558 32,146

その他 70,051 62,386

固定負債合計 103,609 94,532

負債合計 714,906 704,771

純資産の部

株主資本

資本金 280,309 280,309

資本剰余金 200,309 200,309

利益剰余金 753,581 665,320

自己株式 △702 △702

株主資本合計 1,233,498 1,145,237

純資産合計 1,233,498 1,145,237

負債純資産合計 1,948,404 1,850,008
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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 2018年３月１日
　至 2018年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年５月31日)

売上高 1,359,509 1,405,861

売上原価 733,622 816,748

売上総利益 625,886 589,113

販売費及び一般管理費 592,652 633,907

営業利益又は営業損失（△） 33,234 △44,793

営業外収益

受取利息 93 46

受取手数料 513 180

保険差益 105 271

その他 212 12

営業外収益合計 924 511

営業外費用

支払利息 513 416

支払補償費 276 204

リース解約損 ― 14

その他 88 72

営業外費用合計 877 708

経常利益又は経常損失（△） 33,281 △44,990

特別利益

固定資産売却益 27 17

特別利益合計 27 17

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（△）

33,309 △44,973

法人税、住民税及び事業税 12,555 502

法人税等調整額 2,205 2,138

法人税等合計 14,761 2,640

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,547 △47,614

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（△）

18,547 △47,614
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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 2018年３月１日
　至 2018年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,547 △47,614

四半期包括利益 18,547 △47,614

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 18,547 △47,614
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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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2018年３月１日 至 2018年５月31日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月30日
定時株主総会

普通株式 40,620 20 2018年２月28日 2018年５月31日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年３月１日 至 2019年５月31日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月30日
定時株主総会

普通株式 40,646 20 2019年２月28日 2019年５月31日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

（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 2018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、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

決算短信（宝印刷） 2019年07月12日 10時20分 9ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社アクアライン(6173) 2020年２月期 第１四半期決算短信

― 8 ―

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2018年３月１日 至 2018年５月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額水まわり緊急修

理サービス事業
ミネラルウォー

ター事業
ヘルスケア事業

売上高

外部顧客への売上高 1,212,284 147,224 ― 1,359,509 ― 1,359,509

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,212,284 147,224 ― 1,359,509 ― 1,359,509

セグメント利益 24,657 8,577 ― 33,234 ― 33,234

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2019年３月１日 至 2019年５月31日）

　 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額水まわり緊急修

理サービス事業
ミネラルウォー

ター事業
ヘルスケア事業

売上高

外部顧客への売上高 1,190,496 201,734 13,630 1,405,861 ― 1,405,861

セグメント間の内部
売上高又は振替高

450 116 88 655 △655 ―

計 1,190,946 201,850 13,719 1,406,516 △655 1,405,861

セグメント利益又は損
失（△）

△49,963 9,978 △6,186 △46,171 1,377 △44,793

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去1,377千円が含まれております。
２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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