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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47期

第３四半期
連結累計期間

第48期
第３四半期
連結累計期間

第47期

会計期間
自平成29年３月１日
至平成29年11月30日

自平成30年３月１日
至平成30年11月30日

自平成29年３月１日
至平成30年２月28日

売上高 （千円） 60,484,743 61,426,196 79,786,597

経常利益又は経常損失（△） （千円） 74,623 △75,802 231,338

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） 53,305 △103,715 175,427

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 96,228 △86,525 218,715

純資産額 （千円） 8,872,345 8,807,651 8,994,832

総資産額 （千円） 29,179,062 30,029,568 26,249,081

１株当たり四半期（当期）純

利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）

（円） 8.85 △17.20 29.12

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 30.4 29.2 34.2

 

回次
第47期

第３四半期
連結会計期間

第48期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成29年９月１日

至平成29年11月30日

自平成30年９月１日

至平成30年11月30日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △13.07 △16.79

　（注）１．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。

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

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

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四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。

　なお、連結子会社の株式会社ケイ・スタッフは、平成30年４月26日付で株式会社Ｉ＆Ｉに商号を変更しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。

 

３【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当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、豪雨や地震などの相次ぐ自然災害の影響もある中、企業収益

や雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復基調で推移したものの、通商問題の動向が世界経済に与える

影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動などに留意が必要であり、依然として先行き不透明な状況が続

いております。

　ペット業界におきましては、個人消費の持ち直しや猫人気による猫の飼育頭数の増加など需要増加の動きが見ら

れるものの、犬の飼育頭数減少が継続しており、ペット関連市場はほぼ横這いにて推移しております。

　このような状況の下、平成30年３月１日より営業本部を東日本と西日本に区分し、責任と役割の明確化を図ると

ともに、関東エリアの再編の為に横浜支店を廃止し、関東支店の配下に関東第一営業部・関東第二営業部・横浜営

業部・管理部をそれぞれ新設いたしました。営業本部内を東日本と西日本に区分する事により、市場や取引先様へ

の迅速な対応を更に強化し、依然として継続している業界内の価格競争激化及び物流コストの増加へ対応しており

ます。

　ペットフード・ペット用品の卸売事業につきましては、「日本一のペットカテゴリー企画会社」を目指して、　

ペットの専門知識や企画力を高め、商品の安定供給から売場作りの企画提案までのトータルプロデュースを行い、

顧客満足度を高めてまいりました。また、在庫管理では単品管理による在庫回転率の向上、物流面ではローコスト

オペレーションによる物流コストの削減を継続して進めております。

　一方、ペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が247店舗になり、また、商品開発事業では高

付加価値商品の開発及び販売を推進いたしました。

　また、株式会社Ｉ＆Ｉでは、商号を株式会社ケイ・スタッフより変更し、得意先の売場活性化に繋がる営業企画

提案を引き続き実施しており、卸売事業の販売促進を支援することによる売上拡大を図ってまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、614億２千６百万円（前年同期比1.6％増）

と増収になりましたが、低価格志向の継続によるペットフード及びペット用品の販売単価の下落が影響し、売上総

利益はほぼ横這いとなりました。営業損失は、配送費用の値上げ要請受け入れなどの物流コストの増加や最低賃金

の上昇による人件費の増加が影響し、７千７百万円（前年同期は営業利益６千４百万円）となりました。

　経常損失は７千５百万円（前年同期は経常利益７千４百万円）となり、また、親会社株主に帰属する四半期純損

失は１億３百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益５千３百万円）となりました。

なお、当社グループは、ペット関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

(2) 経営方針・経営戦略等

当第３四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３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第３四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37億８千万円増加し、300億２千９百万円

となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が30億２千９百万円、商品が７億７千９百万円それぞれ増加した

ことによるものであります。

当第３四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39億６千７百万円増加し、212億２千１百

万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が25億９千４百万円、短期借入金が11億５千万円、未払金が

２億１百万円それぞれ増加したことによるものであります。

当第３四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１億８千７百万円減少し、88億７百万円

となりました。これは、主に利益剰余金が２億２千４百万円減少したことによるものであります。
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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 12,000,000

計 12,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成31年１月15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 6,036,546 6,036,546
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 6,036,546 6,036,546 － －

 

（２）【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）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【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９月１日～

平成30年11月30日
－ 6,036,546 － 1,988,097 － 1,931,285

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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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（７）【議決権の状況】

　当第３四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８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11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）
（自己保有株式）

普通株式      6,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  6,026,700 60,267 －

単元未満株式 普通株式      2,946 － －

発行済株式総数 6,036,546 － －

総株主の議決権 － 60,267 －

　（注）　「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が500株含まれております。また、

「議決権の数（個）」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年11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

（％）

（自己保有株式）

エコートレーディング株

式会社

 

兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目

１番23号

6,900 － 6,900 0.11

計 － 6,900 － 6,900 0.11

　（注）　上記は、直前の基準日（平成30年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりますが、自己株式につい

ては当第３四半期会計期間末現在の所有状況を確認できており、その数は6,900株であり、他に単元未満の自

己株式が45株あります。

 

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３四半期連結会計期間（平成30年９月１日から平

成30年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,086,310 3,012,213

受取手形及び売掛金 15,579,333 18,608,445

商品 3,172,268 3,952,097

貯蔵品 18,002 11,386

未収入金 1,952,456 2,012,147

その他 153,862 168,010

貸倒引当金 △5,036 △5,134

流動資産合計 23,957,196 27,759,165

固定資産   

有形固定資産 1,269,343 1,250,903

無形固定資産 108,653 95,192

投資その他の資産 ※２ 913,887 ※２ 924,306

固定資産合計 2,291,884 2,270,402

資産合計 26,249,081 30,029,568

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,038,937 12,632,942

短期借入金 4,350,000 5,500,000

未払金 2,150,271 2,351,399

未払法人税等 50,177 39,399

賞与引当金 51,797 101,993

その他 224,570 213,616

流動負債合計 16,865,754 20,839,351

固定負債   

その他 388,493 382,565

固定負債合計 388,493 382,565

負債合計 17,254,248 21,221,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,988,097 1,988,097

資本剰余金 1,944,653 1,944,862

利益剰余金 4,867,989 4,643,619

自己株式 △446 △447

株主資本合計 8,800,293 8,576,132

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 184,339 202,366

その他の包括利益累計額合計 184,339 202,366

非支配株主持分 10,200 29,152

純資産合計 8,994,832 8,807,651

負債純資産合計 26,249,081 30,029,568
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年３月１日
　至　平成30年11月30日)

売上高 60,484,743 61,426,196

売上原価 53,367,622 54,287,528

売上総利益 7,117,120 7,138,667

販売費及び一般管理費 7,053,032 7,215,950

営業利益又は営業損失（△） 64,088 △77,282

営業外収益   

受取利息 2,129 2,020

受取配当金 8,261 8,746

業務受託料 16,646 17,103

その他 14,113 15,475

営業外収益合計 41,151 43,345

営業外費用   

支払利息 16,691 18,297

電子記録債権売却損 7,530 9,534

その他 6,394 14,033

営業外費用合計 30,615 41,866

経常利益又は経常損失（△） 74,623 △75,802

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失   

固定資産除却損 184 －

災害による損失 － 393

特別損失合計 184 393

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（△）
74,439 △76,188

法人税、住民税及び事業税 42,122 43,396

法人税等調整額 △19,214 △15,032

法人税等合計 22,907 28,364

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,531 △104,552

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,773 △837

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（△）
53,305 △103,715
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年３月１日
　至　平成30年11月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,531 △104,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 44,696 18,027

その他の包括利益合計 44,696 18,027

四半期包括利益 96,228 △86,525

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,001 △85,688

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,773 △837

 

EDINET提出書類

エコートレーディング株式会社(E02801)

四半期報告書

10/14



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

 １　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成30年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年11月30日）

受取手形割引高 1,171,110千円 470,746千円

 

 ※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成30年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年11月30日）

投資その他の資産 2,204千円 2,204千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る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３四半期連結

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３四半期連結累計期間
（自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年３月１日
至 平成30年11月30日）

減価償却費 56,274千円 63,094千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成29年３月１日　至平成29年11月30日）

 　　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

平成29年５月24日

定時株主総会
普通株式 60,359 10 平成29年２月28日 平成29年５月25日 利益剰余金

平成29年10月６日

取締役会
普通株式 60,359 10 平成29年８月31日 平成29年11月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成30年３月１日　至平成30年11月30日）

 　　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

平成30年５月23日

定時株主総会
普通株式 60,359 10 平成30年２月28日 平成30年５月24日 利益剰余金

平成30年10月10日

取締役会
普通株式 60,296 10 平成30年８月31日 平成30年11月９日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自平成29年３月１日 至平成29年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成

30年３月１日 至平成30年11月30日）

当社グループは、ペット関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

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

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成29年３月１日
至　平成29年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成30年３月１日
至　平成30年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
8円85銭 △17円20銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

53,305 △103,715

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

利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損

失金額(△）（千円）

53,305 △103,715

普通株式の期中平均株式数（株） 6,021,538 6,031,503

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

　　平成30年10月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ）配当金の総額………………………………………60,296千円

　(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成30年11月９日

　　（注）　平成30年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

 

EDINET提出書類

エコートレーディング株式会社(E02801)

四半期報告書

12/14



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31年１月11日

エコートレーディング株式会社   

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森村　圭志　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊東　昌一　　印

 

　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」に掲げられているエコートレー

ディング株式会社の平成30年３月１日から平成31年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年９

月１日から平成30年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年11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、エコートレーディング株式会社及び連結子会社の平成30年11月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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