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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第38期

第１四半期連結
累計期間

第39期
第１四半期連結

累計期間
第38期

会計期間

自　平成29年
　　４月１日
至　平成29年
　　６月30日

自　平成30年
　　４月１日
至　平成30年
　　６月30日

自　平成29年
　　４月１日
至　平成30年
　　３月31日

売上高 （千円） 112,956 108,477 459,682

経常利益又は経常損失(△) （千円） △5,984 9,593 71,879

親会社株主に帰属する四半期（当期）純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純

損失(△)

（千円） △6,739 10,008 62,026

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 7,282 △26,854 76,693

純資産額 （千円） 1,719,449 1,762,006 1,788,860

総資産額 （千円） 3,074,105 3,108,175 3,117,518

１株当たり四半期（当期）純利益又は１

株当たり四半期純損失(△)
（円） △0.67 0.99 6.13

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 55.8 56.6 57.3

（注）１．売上高に消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在していないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更等はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

夢みつけ隊株式会社(E03360)

四半期報告書

 2/19



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）経営成績等の状況の概要

当第１四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直し、輸出の増

加及び企業収益の改善に伴う設備投資の増加などにより緩やかな景気回復が続いております。

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、引き続き財務体質強化に注力してまい

りました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

a. 財政状態

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ9百万円減少し、3,108百万円となりまし

た。主な要因は、投資有価証券の時価評価額の減少であります。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、1,346百万円となりま

した。主な要因は、短期借入金の増加であります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、1,762百万円となり

ました。主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少であります。

 

b. 経営成績

当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は108百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業損失は3百

万円（前年同四半期は営業利益10百万円）、経常利益は9百万円（前年同四半期は経常損失5百万円）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は10百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失6百万円）となりま

した。

各セグメントの業績は次の通りであります。

なお、前連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同

四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

イ. 通販小売事業

通販小売事業においては、不採算のカタログを一新して業務の縮小を図りながら、合わせて経費の削減を

行い、バランスのとれたダウンサイジングを順次すすめております。

以上の結果、通販小売事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は72百万円（前年同四半期比6.5％増）と

なり、セグメント利益は9百万円（前年同四半期比25.6％増）となりました。

ロ. 不動産事業

不動産事業においては、販売用不動産の売却を行うとともに所有する不動産の賃貸を行っております。今

後も、市況を慎重に判断した上で取得及び販売を検討してまいります。

以上の結果、不動産事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は20百万円（前年同四半期比26.0％減）と

なり、セグメント利益は8百万円（前年同四半期比58.6％減）となりました。

ハ. 介護事業

ライフステージ株式会社では、介護施設を運営し、デイサービスを行っております。引き続き、売上高の

増加を目指し、利用者数増加のための営業活動の活性化、利用者へのサービス向上の取り組みを進めており

ます。

以上の結果、介護事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は17百万円（前年同四半期比8.4％減）となり、

セグメント損失は3百万円（前年同四半期はセグメント利益2百万円）となりました。
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(2)経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,496,000

計 20,496,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 10,458,000 10,458,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株で

あります。

計 10,458,000 10,458,000 ― ―

（注）　発行済株式数のうち、2,430,774株は、現物出資（投資有価証券150,708千円）によるものであります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
― 10,458,000 ― 534,204 ― ―

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）（注）１ 普通株式      341,300 ― ―

完全議決権株式（その他）（注）２ 普通株式   10,115,700 101,157 ―

単元未満株式 普通株式        1,000 ―
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 10,458,000 ― ―

総株主の議決権 ― 101,157 ―

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。な

お、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権数の数20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

夢みつけ隊株式会社
東京都千代田区神田東

松下町１７番地
341,300 － 341,300 3.26

計 ― 341,300 － 341,300 3.26

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、清流監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,794 18,950

受取手形及び売掛金 34,051 35,812

商品 14,998 14,090

販売用不動産 1,022,168 1,022,168

その他 17,228 24,061

貸倒引当金 △298 △417

流動資産合計 1,113,942 1,114,664

固定資産   

有形固定資産   

建物 72,549 72,549

減価償却累計額 △36,772 △37,242

建物（純額） 35,776 35,306

車両運搬具 15,574 16,654

減価償却累計額 △14,753 △15,050

車両運搬具（純額） 821 1,604

工具、器具及び備品 42,499 42,518

減価償却累計額 △35,978 △36,171

減損損失累計額 △3,771 △3,771

工具、器具及び備品（純額） 2,749 2,575

機械及び装置 28,354 28,354

減価償却累計額 △14,999 △15,072

減損損失累計額 △12,477 △12,477

機械及び装置（純額） 877 804

その他 5,820 5,820

減価償却累計額 △4,463 △4,735

その他（純額） 1,356 1,084

有形固定資産合計 41,582 41,375

無形固定資産 1,611 1,611

投資その他の資産   

投資有価証券 274,773 239,220

関係会社株式 1,663,994 1,676,194

長期貸付金 440 320

繰延税金資産 5,302 5,128

その他 32,211 45,660

貸倒引当金 △16,339 △16,000

投資その他の資産合計 1,960,381 1,950,523

固定資産合計 2,003,575 1,993,510

資産合計 3,117,518 3,108,175
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,805 23,624

短期借入金 521,407 575,182

1年内返済予定の長期借入金 166,911 166,911

未払金 28,923 30,409

返品調整引当金 299 210

ポイント引当金 1,750 1,928

その他 56,089 46,687

流動負債合計 800,186 844,954

固定負債   

長期借入金 509,460 469,315

繰延税金負債 554 －

その他 18,456 31,899

固定負債合計 528,470 501,214

負債合計 1,328,657 1,346,169

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204

資本剰余金 266,761 266,761

利益剰余金 1,110,650 1,120,658

自己株式 △117,739 △117,739

株主資本合計 1,793,876 1,803,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,147 △48,022

退職給付に係る調整累計額 3,576 3,785

その他の包括利益累計額合計 △7,571 △44,236

非支配株主持分 2,555 2,358

純資産合計 1,788,860 1,762,006

負債純資産合計 3,117,518 3,108,175
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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30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 112,956 108,477

売上原価 37,650 44,350

売上総利益 75,305 64,126

販売費及び一般管理費 64,378 67,299

営業利益又は営業損失（△） 10,927 △3,173

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 592 592

投資有価証券売却益 192 －

持分法による投資利益 － 16,933

その他 1,523 1,073

営業外収益合計 2,308 18,599

営業外費用   

支払利息 7,680 5,832

持分法による投資損失 11,539 －

営業外費用合計 19,220 5,832

経常利益又は経常損失（△） △5,984 9,593

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（△）
△5,984 9,593

法人税、住民税及び事業税 1,552 162

法人税等調整額 △899 △380

法人税等合計 652 △217

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,636 9,811

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
102 △197

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（△）
△6,739 10,008
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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30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,636 9,811

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,851 △35,553

持分法適用会社に対する持分相当額 2,068 △1,112

その他の包括利益合計 13,919 △36,665

四半期包括利益 7,282 △26,854

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,180 △26,656

非支配株主に係る四半期包括利益 102 △197
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『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、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 5,774千円 3,581千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費

（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
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30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 1,333千円 1,286千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　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）

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当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　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当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。
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（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　平成29年４月１日　至　平成29年６月30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

 通販小売事業 不動産事業 介護事業

売上高     

外部顧客への売上高 66,079 27,960 18,916 112,956

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,666 － － 1,666

計 67,745 27,960 18,916 114,622

セグメント利益 7,882 19,419 2,117 29,419

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 29,419

全社費用（注） △18,492

四半期連結損益計算書の営業利益 10,927

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30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

 通販小売事業 不動産事業 介護事業

売上高     

外部顧客への売上高 70,446 20,695 17,335 108,477

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,666 － － 1,666

計 72,112 20,695 17,335 110,143

セグメント利益又はセグメント

損失（△）
9,902 8,037 △3,300 14,638

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 14,638

全社費用（注） △17,811

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △3,173

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　前連結会計年度の第２四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「介護事業」について量的な

重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更してります。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区

分に基づき作成したものを開示しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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30年４月１日
至　平成30年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期

純損失(△)
△0円67銭 0円99銭

（算定上の基礎）   

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(△)（千円）
△6,739 10,008

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失(△)（千円）

△6,739 10,008

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,116 10,116

（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。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月14日

夢みつけ隊株式会社

取締役会　御中

 

清流監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 加　　悦　　正　史

 

 業務執行社員  公認会計士 志　　藤　　　　篤

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている夢みつけ隊株式

会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、夢みつけ隊株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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