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(百万円未満切捨て)

１．平成29年9月期第1四半期の連結業績（平成28年10月1日～平成28年12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 ％

29年9月期第1四半期 1,969 13.2 400 22.7 386 18.1 259 27.9

28年9月期第1四半期 1,740 22.5 326 40.6 327 27.8 202 43.4
(注) 包括利益 29年9月期第1四半期 290百万円( 42.3％) 28年9月期第1四半期 204百万円( 42.3％)
　

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

29年9月期第1四半期 65.16 －

28年9月期第1四半期 50.94 －
　

　

（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 ％

29年9月期第1四半期 5,341 4,105 76.9

28年9月期 5,544 4,073 73.5
(参考) 自己資本 29年9月期第1四半期 4,105 百万円 28年9月期 4,073百万円
　

　　

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

28年9月期 － 0.00 － 65.00 65.00

29年9月期 －

29年9月期(予想) 0.00 － 70.00 70.00
(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．平成29年9月期の連結業績予想（平成28年10月1日～平成29年9月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第2四半期(累計) 3,931 12.7 625 8.4 630 8.4 415 15.9 104.34

通期 8,345 13.0 1,369 6.5 1,380 6.8 931 8.0 234.00
(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) 29年9月期1Ｑ 3,980,000株 28年9月期 3,980,000株

② 期末自己株式数 29年9月期1Ｑ 81株 28年9月期 81株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年9月期1Ｑ 3,979,919株 28年9月期1Ｑ 3,979,943株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融
商品取引法に基づく監査手続きは終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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、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。業績予想の前
提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短信【添付資料】2ページ「1．当四
半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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、設備投資等に足踏みがみられるものの、全体として緩やかな回

復基調が続いております。

各種政策の効果もあり、今後も継続して緩やかに回復することが期待される一方で、米国大統領トランプ氏の政

策、中国を始めとしたアジア新興国等の経済、欧州の重要選挙等、先行き不透明な状況となっております。

当社グループが主力事業を展開する自動車業界及び自動車部品業界における設計技術者需要は活況が続き、当社

グループの売上高も順調に推移いたしました。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は19億69百万円（前年同期比

13.2％増）となりました。当社グループの主力事業である設計開発アウトソーシング事業においては、付加価値の

高い請負業務の拡大、高い技術者稼働率等が売上高の増加及び収益性向上に寄与いたしました。水素水製造販売事

業を行う連結子会社（株式会社アビストＨ＆Ｆ）においては、売上高がやや伸び悩んだものの、諸経費の見直し、

削減を進めたことにより収益性が改善いたしました。これらの結果、営業利益は4億00百万円（同22.7％増）となり

ました。投資有価証券売却損14百万円を計上したこと等から経常利益は3億86百万円（同18.1％増）となり、親会社

株主に帰属する四半期純利益は2億59百万円（同27.9％増）となりました。

　

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

①設計開発アウトソーシング事業

当セグメントにおきましては、売上高は18億95百万円（前年同期比13.5％増）となり、セグメント利益（営業

利益）は4億6百万円（同14.9％増）、セグメント利益（営業利益）率21.4％となりました。

②水素水製造販売事業

当セグメントにおきましては、売上高は66百万円（前年同期比7.9％増）となりました。セグメント損失（営業

損失）は11百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）33百万円）となりました。

③その他

不動産賃貸事業に関しましては、売上高は7百万円（前年同期比6.7％減）となり、セグメント利益（営業利

益）は4百万円（同8.8％減）、セグメント利益（営業利益）率64.3％となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べて2億2百万円減少し、53億41百万円とな

りました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものです。

　負債合計は前連結会計年度末に比べて2億34百万円減少し、12億36百万円となりました。これは、主に未払金が増

加した一方で賞与引当金及び未払法人税等が減少したことによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて32百万円増加し、41億5百万円となりました。これは、主に親会社株主

に帰属する四半期純利益の計上による増加と剰余金の配当による減少によるものです。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年1月25日付で『「平成28年9月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正

について』にて公表いたしました業績予想からの変更はございません。今後、業績予想に関して修正の必要が生じ

た場合には速やかに開示する予定であります。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,188,090 2,063,637

売掛金 1,091,268 1,019,137

仕掛品 32,696 49,157

その他 214,727 191,716

流動資産合計 3,526,783 3,323,649

固定資産

有形固定資産 1,424,425 1,481,473

無形固定資産 81,659 75,260

投資その他の資産 506,355 456,526

固定資産合計 2,012,439 2,013,260

繰延資産 5,351 4,762

資産合計 5,544,574 5,341,672

負債の部

流動負債

短期借入金 30,000 30,000

未払金 440,106 518,237

未払法人税等 246,415 53,005

賞与引当金 239,517 －

その他 163,080 269,261

流動負債合計 1,119,119 870,504

固定負債

役員退職慰労引当金 156,237 161,384

退職給付に係る負債 184,989 190,673

その他 11,056 13,892

固定負債合計 352,283 365,950

負債合計 1,471,403 1,236,455

純資産の部

株主資本

資本金 1,026,650 1,026,650

資本剰余金 1,016,650 1,016,650

利益剰余金 2,099,686 2,100,305

自己株式 △136 △136

株主資本合計 4,142,849 4,143,468

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △37,349 △6,821

退職給付に係る調整累計額 △32,328 △31,429

その他の包括利益累計額合計 △69,678 △38,251

純資産合計 4,073,171 4,105,216

負債純資産合計 5,544,574 5,341,672
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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27年10月１日
　至 平成27年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 1,740,037 1,969,072

売上原価 1,143,047 1,268,896

売上総利益 596,989 700,175

販売費及び一般管理費 270,630 299,892

営業利益 326,359 400,283

営業外収益

受取配当金 1,438 1,855

受取手数料 179 199

助成金収入 600 －

その他 100 723

営業外収益合計 2,317 2,779

営業外費用

投資有価証券売却損 － 14,992

開業費償却 548 548

その他 532 575

営業外費用合計 1,080 16,115

経常利益 327,596 386,947

税金等調整前四半期純利益 327,596 386,947

法人税、住民税及び事業税 36,825 42,539

法人税等調整額 88,027 85,094

法人税等合計 124,852 127,634

四半期純利益 202,743 259,313

親会社株主に帰属する四半期純利益 202,743 259,313
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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27年10月１日
　至 平成27年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 202,743 259,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 244 30,527

退職給付に係る調整額 1,314 899

その他の包括利益合計 1,558 31,427

四半期包括利益 204,302 290,740

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 204,302 290,740

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）

　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】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成27年12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
その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額

設計開発
アウトソー
シング事業

水素水
製造販売
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,670,402 61,723 1,732,126 7,911 1,740,037 ― 1,740,037

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 211 211 ― 211 △211 ―

計 1,670,402 61,934 1,732,337 7,911 1,740,248 △211 1,740,037

セグメント利益又は損失
（△）

353,543 △33,334 320,209 5,203 325,413 946 326,359

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

2．セグメント利益又は損失の調整額946千円はセグメント間取引消去等であります。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12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
その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額

設計開発
アウトソー
シング事業

水素水
製造販売
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,895,073 66,621 1,961,694 7,377 1,969,072 ― 1,969,072

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 202 202 ― 202 △202 ―

計 1,895,073 66,823 1,961,897 7,377 1,969,275 △202 1,969,072

セグメント利益又は損失
（△）

406,132 △11,541 394,590 4,746 399,337 946 400,283

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

2．セグメント利益又は損失の調整額946千円はセグメント間取引消去等であります。
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