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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 ％

20年２月期第１四半期 639 6.1 10 ― 11 ― 2 ―

19年２月期第１四半期 603 △28.4 △5 ― △7 ― △15 ―
(注) 包括利益 20年２月期第１四半期 2百万円( ―％) 19年２月期第１四半期 △15百万円( ―％)
　

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

20年２月期第１四半期 1.58 1.51

19年２月期第１四半期 △9.93 ―
　

　

（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 ％

20年２月期第１四半期 848 242 28.5

19年２月期 889 239 26.8
(参考) 自己資本 20年２月期第１四半期 241百万円 19年２月期 238百万円
　

　

　

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

19年２月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

20年２月期 ―

20年２月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(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28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 2,751 3.4 210 97.6 206 94.2 132 50.2 74.51
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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) 20年２月期１Ｑ 1,970,000株 19年２月期 1,970,000株

② 期末自己株式数 20年２月期１Ｑ 193,667株 19年２月期 193,667株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 20年２月期１Ｑ 1,776,333株 19年２月期１Ｑ 1,567,272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、当社としてその実現を約束するものではありません。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、2019年１月―３月期の四半期別ＧＤＰ実質成長率が２四半期連

続で増加しました。企業収益は主に大企業並びに非製造業での増加割合が大きくなっており、雇用情勢は有効求人倍

率は上昇し、完全失業率は低下する傾向にあります。個人消費は、雇用者所得の増加が見受けられるものの小売業の

販売額は減少しており、減退傾向にあります。

当社グループの事業セグメントは、バイク事業、フィットネス事業となっており、前連結会計年度から開始したゴ

ルフスクール事業はフィットネス事業に含めております。当第１四半期連結累計期間における事業別のセグメントの

業績は次のとおりであります。

（バイク事業）

当社のバイク買取台数は2,779台、前年同期比11.7％減、販売台数は2,483台、前年同期比6.7％減となりました。販

売台数は減少しましたが、業者間オークションの相場が活況であったこと及び小売店の販売が好調であったことから、

粗利単価は前年同期比17.2％増となったことが影響し、売上総利益は前年同期比9.4％増となりました。また、販売費

及び一般管理費は、買取りに係る広告費が前年同期比8.3％減となったことを主な要因として、前年同期比1.5％減少

となりました。

バイク事業の当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高519百万円（前年同期比5.0％増）、セグメント損失 ９

百万円（前年同期は同29百万円）となりました。

（フィットネス事業）

当第１四半期連結会計期間末日時点でのエニタイムフィットネス店舗数は前年同期末と同じ５店舗であります。ま

た、2018年11月から開始したステップゴルフ店舗数は２店舗であります。エニタイムフィットネス及びステップゴル

フ各店舗の会員数は堅調に推移しており、売上高は増加いたしましたが、ステップゴルフの出店に伴う人件費及び地

代家賃が増加したため、セグメント利益は減少しました。

フィットネス事業の当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高120百万円（前年同期比11.0％増）、セグメント利

益20百万円（前年同期比16.5％減）となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は売上高639百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益10百万円

（前年同期は営業損失５百万円）、経常利益11百万円（前年同期は経常損失７百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純利益２百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失15百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　① 財政状態の状況

(資産)

当第１四半期連結会計期間末において総資産は848百万円となり、前連結会計年度末と比較して40百万円減少しま

した。主な要因としては、納税及び金融機関からの長期借入金の返済等で現金及び預金が83百万円減少し、商品在

庫が57百万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いて負債は606百万円となり、前連結会計年度末と比較して43百万円減少しまし

た。主な要因としては、未払消費税等が14百万円、未払法人税等が11百万円、１年内返済予定の長期借入金を含む

長期借入金が10百万円、それぞれ減少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いて純資産は242百万円となり、前連結会計年度末と比較して２百万円増加して

おります。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益２百万円を計上したことによるものであります。

　② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は187百万円（前年同期は308百万円）となっております。当

第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、支出した資金は46百万円（前年同期は支出した資金31百万円）となりました。主な要因として

は、支出した資金ではたな卸資産の増加額57百万円、得られた資金では税金等調整前四半期純利益11百万円の計上

によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、支出した資金は26百万円（前年同期は支出した資金４百万円）となりました。主な要因として

は、ステップゴルフＦＣ店の出店等に伴う固定資産の取得による支出25百万円によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、支出した資金は10百万円（前年同期は支出した資金78百万円）となりました。主な要因として

は、支出した資金では長期借入金の返済による支出75百万円、得られた資金では長期借入れによる収入65百万円で

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

2019年４月12日に公表いたしました連結業績予想数値からの変更はありません。
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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２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 273,443 190,437

売掛金 51,684 54,752

商品 139,460 196,992

貯蔵品 3,180 3,180

その他 46,765 41,417

流動資産合計 514,534 486,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 127,186 123,341

その他（純額） 23,443 28,314

有形固定資産合計 150,629 151,655

無形固定資産

のれん 11,618 10,995

その他 4,714 4,162

無形固定資産合計 16,332 15,158

投資その他の資産 208,274 195,364

固定資産合計 375,236 362,178

資産合計 889,770 848,959

負債の部

流動負債

買掛金 7,647 9,768

1年内返済予定の長期借入金 261,730 248,682

未払法人税等 13,586 2,144

賞与引当金 4,289 3,184

その他 117,678 91,348

流動負債合計 404,931 355,127

固定負債

長期借入金 237,956 240,428

その他 6,981 10,701

固定負債合計 244,937 251,129

負債合計 649,868 606,256

純資産の部

株主資本

資本金 232,825 232,825

資本剰余金 266,598 266,598

利益剰余金 △186,663 △183,861

自己株式 △73,858 △73,858

株主資本合計 238,901 241,702

新株予約権 1,000 1,000

純資産合計 239,901 242,702

負債純資産合計 889,770 848,959
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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 603,093 639,797

売上原価 295,400 303,761

売上総利益 307,692 336,035

販売費及び一般管理費 312,756 325,342

営業利益又は営業損失（△） △5,063 10,693

営業外収益

受取手数料 1,202 1,497

助成金収入 - 1,140

雑収入 112 478

その他 7 7

営業外収益合計 1,323 3,123

営業外費用

支払利息 2,556 1,915

訴訟関連費用 871 -

その他 - 20

営業外費用合計 3,428 1,936

経常利益又は経常損失（△） △7,168 11,880

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（△）

△7,168 11,880

法人税、住民税及び事業税 674 1,586

法人税等調整額 7,722 7,492

法人税等合計 8,396 9,078

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,565 2,801

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

△15,565 2,801
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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（△） △15,565 2,801

その他の包括利益

その他の包括利益合計 - -

四半期包括利益 △15,565 2,801

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,565 2,801

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△7,168 11,880

減価償却費 14,116 10,418

のれん償却額 - 622

株式報酬費用 2,045 4,394

賞与引当金の増減額（△は減少） 554 △1,105

受取利息及び受取配当金 △7 △7

支払利息 2,556 1,915

売上債権の増減額（△は増加） 18,564 △3,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,602 △57,532

仕入債務の増減額（△は減少） 3,590 2,120

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,521 5,032

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,927 △11,372

その他の固定負債の増減額（△は減少） - 3,972

その他 △632 △2,371

小計 △25,534 △35,100

利息及び配当金の受取額 - 0

利息の支払額 △2,333 △1,801

法人税等の支払額 △3,143 △9,348

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,010 △46,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △450 △450

有形固定資産の取得による支出 △4,003 △25,506

差入保証金の差入による支出 - △285

差入保証金の回収による収入 380 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,073 △26,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 - 65,000

長期借入金の返済による支出 △85,809 △75,576

自己株式の売却による収入 7,220 -

配当金の支払額 △104 △15

ファイナンス・リース債務の返済による支出 - △373

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,693 △10,964

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △113,777 △83,456

現金及び現金同等物の期首残高 422,565 271,043

現金及び現金同等物の四半期末残高 308,788 187,587
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（４）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）

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

該当事項はありません。

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。

３．株主資本の著しい変動

2018年５月１日付けでAK Capital株式会社が新株予約権を行使したため、当社は自己株式20,000株の処分を行

っております。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本剰余金が330千円、自己株式が7,626千円減少

し、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が259,314千円、自己株式が148,516千円となっておりま

す。

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

該当事項はありません。

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）

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)

「『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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（セグメント情報等）

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．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（注）

バイク事業 フィットネス事業

売上高 494,530 108,562 603,093

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△29,642 24,579 △5,063

(注) 「セグメント利益又はセグメント損失(△)」は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

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．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

調整額 合計（注）

バイク事業
フィットネス

事業

売上高

外部顧客への売上高 519,336 120,460 - 639,797

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,250 - △2,250 -

計 521,586 120,460 △2,250 639,797

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△9,828 20,521 - 10,693

(注) 「セグメント利益又はセグメント損失(△)」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。

（重要な後発事象）

当社は、2019年６月14日開催の取締役会決議により、第２回無担保社債（私募債）を発行いたしました。その

概要は次のとおりであります。

１．発行総額：200,000,000円

２．社債の利率：年0.35％（保証料他は除く）

３．発行価額：額面100円につき金100円

４．償還金額：額面100円につき金100円

５．償還期限：2024年６月21日

６．償還方法：半年毎定時償還

７．払込期日（発行日）：2019年６月21日

８．保証人：株式会社埼玉りそな銀行

９．財務代理人：株式会社埼玉りそな銀行

10．総額引受人：株式会社埼玉りそな銀行

11．振替機関：株式会社証券保管振替機構

12．資金の使途：運転資金（主として商品在庫調達用資金に充当）
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