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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６期

第１四半期
連結累計期間

第５期

会計期間
自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

自 2017年10月１日
至 2018年９月30日

売上高 (千円) 3,314,594 12,239,576

経常利益 (千円) 122,225 345,004

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 60,236 171,379

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 60,282 170,703

純資産額 (千円) 2,920,909 2,856,034

総資産額 (千円) 6,843,278 6,742,183

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 11.97 35.31

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 11.64 33.54

自己資本比率 (％) 42.5 42.1
 

 
(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、消費税等は含まれておりません。

３．第５期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式が、2018年７月５日に東京証券取引

所マザーズ市場へ上場したため、新規上場日から第５期連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価と

みなして算定しております。

４. 当社は、2018年３月14日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の株式分割を行っています。１

株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当該株式分割が前連結会計年

度の期首に行われたと仮定し算定しております。

５．当社は、第５期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第５期第

１四半期連結累計期間に係る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 【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)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。なお、当社は前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連

結累計期間との比較分析は行っておりません。

 

(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、緩やかな回復が継続しました。消費は、雇用環境の改善や株高

による資産効果などを背景に持ち直し、設備投資においては、生産の回復や企業収益の改善に加え、人手不足に対

応するためのIT投資などの拡大を背景に底堅い動きが続いています。

海外経済は、総じて拡大傾向が続いています。米国・欧州ともに、良好な雇用環境や消費者マインドの改善を背

景に消費が底堅く推移し、新興国では、中国経済が引き続き堅調なほか、他の新興国も緩やかな回復を続けていま

す。

当社グループ事業に関係の深い住宅業界におきましては、国土交通省発表による新設住宅着工戸数は平成30年１

月～平成30年12月累計で前年同期間比97.7％と減少するものの、分譲戸建については前年同期間比で103.0%と増加

しており堅調に推移しました。商業施設などの建設業界におきましては、東日本大震災復興関連事業や国土強靭化

取組による各種インフラの耐震補強事業、東京オリンピック・パラリンピックに伴うインフラ整備など依然として

堅調に推移しています。

このような状況のもとで、当社グループは、「世界に誇れる独創的建物サービスで社会と感動を分かち合う」と

いう当社グループ理念に基づき、持続的な事業の成長とさらなる企業価値の向上に向け活動を強化しております。

また、当社グループビジョン「全ての建物にキャンディル」の実現に向けて、2016年に閣議決定された「住生活基

本計画」に沿ったサービスの拡充と「お客様のニーズにあった新商品開発に取り組み、住宅関連サービス及び商業

施設関連サービスの拡充等、売上拡大に努めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は3,314,594千円、営業利益は125,334千円、経常利益は

122,225千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は60,236千円となりました。なお、当社では組織再編及びM&Aの

実施に伴い発生したのれん償却費を販売費及び一般管理費に48,055千円計上しており、これを加えたのれん償却前

経常利益は170,280千円、のれん償却前親会社株主に帰属する四半期純利益は108,292千円となります。

 
当社グループは、建築サービス関連事業の単一セグメントとしておりますが、サービス分野別の状況は以下のと

おりです。

 

①　リペアサービス

当第１四半期連結累計期間におけるリペアサービスの売上高は1,276,555千円であります。

株式会社バーンリペアは主に戸建てを中心としたリペアサービスを提供しておりますが、同社のリペアサービ

スは堅調に推移した結果、売上高は956,077千円となりました。株式会社キャンディルテクトは主に集合住宅を中

心としたリペアサービスを提供しておりますが、集合住宅の新築着工戸数の減少の影響で、同社のリペアサービ

スの売上高は320,477千円となりました。

②　住環境向け建築サービス

当第１四半期連結累計期間における住環境向け建築サービスの売上高は853,793千円であります。

株式会社バーンリペアは主に戸建てを中心とした定期点検やリコール対応を提供しており、同社の住環境向け

建築サービスの売上高は594,433千円となりました。株式会社キャンディルテクトは主に集合住宅を中心とした検

査サービスや内覧会運営サービス、リコール対応を提供しており、同社の住環境向け建築サービスの売上高は

217,419千円となりました。株式会社キャンディルデザインは北海道内集合住宅居室の設計変更を中心とした施工

サービスを提供しており、同社の住環境向け建築サービスの売上高は41,940千円となりました。

③　商環境向け建築サービス

当第１四半期連結累計期間における商環境向け建築サービスの売上高は993,630千円となりました。 
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株式会社キャンディルテクトは主に商業施設の内装施工サービス、組立サービス、揚重サービスを提供してい

ます。

④　商材販売

当第１四半期連結累計期間における商材販売の売上高は190,615千円であります。

株式会社キャンディルデザインは、補修材料を中心とした販売サービスの提供と北海道を中心に高級カーテン

などのインテリア商材の販売サービスの提供を行っております。

　　

　(2) 財政状態に関する説明

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は6,843,278千円となり、前連結会計年度末に比べ101,095千円

の増加となりました。

流動資産は3,425,164千円となり、前連結会計年度末に比べ171,661千円の増加となりました。これは、主に現

金及び預金が104,888千円増加したこと、受取手形及び売掛金が70,070千円増加したことなどによります。

固定資産は3,418,113千円となり、前連結会計年度末に比べ70,565千円の減少となりました。これは、主にのれ

んが48,055千円減少したことなどによります。　

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は3,922,369千円となり、前連結会計年度末に比べ36,220千円の

増加となりました。

流動負債は2,321,741千円となり、前連結会計年度末に比べ36,408千円の増加となりました。これは、主に未払

費用が38,366千円増加したことなどによります。

固定負債は1,600,627千円となり、前連結会計年度末に比べ187千円の減少となりました。

 （純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は2,920,909千円となり、前連結会計年度末に比べ64,874千円

の増加となりました。これは、主に利益剰余金が60,236千円増加したことなどによります。

 （自己資本比率）

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は42.5％（前連結会計年度末比0.4ポイント増加）となりま

した。

 
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 16,000,000

計 16,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年２月13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 5,036,400 5,036,400
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株式数は100株であります。

計 5,036,400 5,036,400 ― ―
 

 (注)　提出日現在発行数には、2019年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

　

(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)

　2018年10月１日～
　2018年12月31日(注)

 8,200 5,036,400 2,428 459,281 2,428 1,269,281
 

 (注)新株予約権の行使による増加であります。

EDINET提出書類

株式会社キャンディル(E34095)

四半期報告書

 5/16



 

(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。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2018年12月31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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

50,278 １単元の株式数は100株であります。
5,027,800

単元未満株式  400 ― ―

発行済株式総数 5,028,200 ― ―

総株主の議決権 ― 50,278 ―
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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（2018年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。

 
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。

なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

　

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(2018年10月１日から2018年

12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年10月１日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任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
(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,267,212 1,372,100

  受取手形及び売掛金 ※2、※3  1,713,489 ※2、※3  1,783,560

  商品及び製品 107,098 83,763

  原材料及び貯蔵品 44,509 37,413

  その他 125,691 153,481

  貸倒引当金 △4,497 △5,153

  流動資産合計 3,253,503 3,425,164

 固定資産   

  有形固定資産 196,534 194,074

  無形固定資産   

   のれん 3,075,579 3,027,523

   その他 32,697 36,915

   無形固定資産合計 3,108,277 3,064,439

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 102,524 79,097

   その他 84,754 85,158

   貸倒引当金 △3,411 △4,655

   投資その他の資産合計 183,867 159,600

  固定資産合計 3,488,679 3,418,113

 資産合計 6,742,183 6,843,278
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 303,496 266,602

  短期借入金 ※1  600,000 ※1  600,000

  1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

  未払法人税等 26,581 30,355

  賞与引当金 155,626 112,198

  未払費用 585,395 623,762

  その他 414,233 488,822

  流動負債合計 2,285,333 2,321,741

 固定負債   

  長期借入金 1,600,000 1,600,000

  その他 814 627

  固定負債合計 1,600,814 1,600,627

 負債合計 3,886,148 3,922,369

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 456,852 459,281

  資本剰余金 2,176,952 2,179,381

  利益剰余金 207,074 267,310

  株主資本合計 2,840,879 2,905,973

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 680 726

  その他の包括利益累計額合計 680 726

 新株予約権 14,474 14,209

 純資産合計 2,856,034 2,920,909

負債純資産合計 6,742,183 6,843,278
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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)

          当第１四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
　至 2018年12月31日)

売上高 3,314,594

売上原価 2,139,024

売上総利益 1,175,570

販売費及び一般管理費 1,050,235

営業利益 125,334

営業外収益  

 受取利息 15

 受取配当金 53

 受取保険金 1,752

 その他 375

 営業外収益合計 2,195

営業外費用  

 支払利息 4,642

 その他 663

 営業外費用合計 5,305

経常利益 122,225

税金等調整前四半期純利益 122,225

法人税、住民税及び事業税 38,585

法人税等調整額 23,403

法人税等合計 61,988

四半期純利益 60,236

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 60,236
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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)

          当第１四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
　至 2018年12月31日)

四半期純利益 60,236

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 46

 その他の包括利益合計 46

四半期包括利益 60,282

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 60,282

 非支配株主に係る四半期包括利益 －
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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ております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

   締結しております。

当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

当座貸越限度額
及び貸出コミットメントの総額

1,300,000千円 1,300,000千円

借入実行残高 600,000 〃 600,000 〃

差引額計 700,000千円 700,000千円
 

　なお、本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益及び経常利益より算

出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。

　

※２　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度
(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

受取手形裏書譲渡額 6,259千円 6,360千円
 

 
※３　期末日満期手形等

　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しておりま

す。なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度
(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

受取手形 1,253千円 522千円

電子記録債権 2,223 〃 1,474 〃
 

 
 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１

四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 

 
当第１四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2018年12月31日)

減価償却費 6,980千円

のれんの償却額 48,055 〃
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自 2018年10月１日 至 2018年12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。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　　当社グループは、建築サービス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及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 

項目
当第１四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2018年12月31日)

(1)１株当たり四半期純利益 11円97銭

(算定上の基礎)  

 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 60,236

 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(千円)

60,236

 普通株式の期中平均株式数(株) 5,032,915

  

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 11円64銭

 (算定上の基礎)  

 　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) －

 　普通株式増加数(株) 140,957

 　（うち新株予約権(株)） （140,957）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

―
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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
 

2019年２月13日

株式会社キャンディル

取締役会  御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐　藤　明　典 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野　水　善　之 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」に掲げられている株式会社キャン

ディルの2018年10月１日から2019年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2018年10月１日から2018年

12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年10月１日から2018年12月31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、株式会社キャンディル及び連結子会社の2018年12月31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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