
平成30年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年2月13日

上 場 会 社 名 株式会社アビスト 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6087 URL http://www.abist.co.jp

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 進 勝博

問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員 (氏名) 島村 恒基 (TEL) 03-5942-4649

四半期報告書提出予定日 平成30年2月13日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

１．平成30年9月期第1四半期の連結業績（平成29年10月1日～平成29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 ％

30年9月期第1四半期 2,149 9.2 448 11.9 452 17.0 304 17.5

29年9月期第1四半期 1,969 13.2 400 22.7 386 18.1 259 27.9
(注) 包括利益 30年9月期第1四半期 318百万円( 9.7％) 29年9月期第1四半期 290百万円( 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

30年9月期第1四半期 76.58 －

29年9月期第1四半期 65.16 －
　

　

（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 ％

30年9月期第1四半期 6,253 4,814 77.0

29年9月期 6,532 4,806 73.6
(参考) 自己資本 30年9月期第1四半期 4,814 百万円 29年9月期 4,806百万円
　

　　

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

29年9月期 － 0.00 － 78.00 78.00

30年9月期 －

30年9月期(予想) 0.00 － 87.00 87.00
(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30年9月期の連結業績予想（平成29年10月1日～平成30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) 4,220 8.7 628 △8.9 638 △6.6 419 △8.1 105.34

通期 9,280 13.6 1,689 13.1 1,707 14.4 1,151 19.2 289.45
(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) 30年9月期1Ｑ 3,980,000株 29年9月期 3,980,000株

② 期末自己株式数 30年9月期1Ｑ 151株 29年9月期 121株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年9月期1Ｑ 3,979,868株 29年9月期1Ｑ 3,979,919株
　

　

※ 四半期決算短信は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
（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世界経済は堅調に推移いたしました。英国ＥＵ離脱や北朝鮮動向などのリスク

はあるものの、世界経済は引き続き、先進国を中心に堅調な成長が続くと見込まれております。

　我が国経済においては、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復基調が続いております。ただし、

海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があります。

　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いては、中国や欧州各国でＥＶ普及に向

けた取り組みが加速し、その中でもものづくりの上流工程である設計開発における技術者ニーズは活況が続きまし

た。

以上のような事業環境のもと、当社は主力事業である設計開発アウトソーシング事業における請負業務の拡大を

中心に、積極的な事業推進に励んでまいりました。その結果、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21億49百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は4億48百万円（同11.9％増）、経常利益は4億52百万円（同

17.0％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億4百万円（同17.5％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21億4百万円（前年同期比11.1％増）となり、セグメント利益（営業利

益）は4億54百万円（同12.0％増）、セグメント利益（営業利益）率21.6％となりました。技術者稼働率が高水準

で推移したこと、請負業務及び派遣業務の拡大等が増収増益に寄与いたしました。

②水素水製造販売事業

当セグメントにおきましては、水素水全般に対するネガティブな報道の影響により売上が伸び悩み、売上高は

36百万円（前年同期比44.7％減）、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）11百万円）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7.8%増）となり、セグメント利益（営業利益）

は4百万円（同3.1%増）、セグメント利益（営業利益）率61.5％となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は62億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億78百万円の減少

となりました。これは、主に売上債権の回収による売掛金の減少によるものです。

負債合計は14億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億86百万円の減少となりました。これは、主に賞与引

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48億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ8百万円の増加となりました。

（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11月14日に発表いたしました業績予想に変更はありません。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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２．四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
(平成29年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,578,845 2,626,301

売掛金 1,178,606 1,097,782

仕掛品 29,658 57,436

原材料 57,378 53,074

その他 410,609 202,116

流動資産合計 4,255,098 4,036,712

固定資産

有形固定資産 1,726,031 1,700,424

無形固定資産 113,136 103,679

投資その他の資産 435,082 410,770

固定資産合計 2,274,250 2,214,874

繰延資産 2,993 2,404

資産合計 6,532,342 6,253,990

負債の部

流動負債

短期借入金 30,000 50,000

未払金 517,593 575,995

未払法人税等 299,073 71,167

賞与引当金 268,082 －

その他 174,950 292,995

流動負債合計 1,289,699 990,158

固定負債

役員退職慰労引当金 176,826 181,899

退職給付に係る負債 245,632 253,355

その他 13,892 13,892

固定負債合計 436,351 449,147

負債合計 1,726,051 1,439,306

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 2,807,401 2,801,739

自己株式 △301 △458

株主資本合計 4,850,399 4,844,580

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,921 21,408

退職給付に係る調整累計額 △55,029 △51,305

その他の包括利益累計額合計 △44,108 △29,896

純資産合計 4,806,291 4,814,683

負債純資産合計 6,532,342 6,253,990
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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28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 1,969,072 2,149,617

売上原価 1,268,896 1,411,295

売上総利益 700,175 738,322

販売費及び一般管理費 299,892 290,211

営業利益 400,283 448,110

営業外収益

受取配当金 1,855 450

受取手数料 199 247

投資有価証券売却益 － 4,541

その他 723 140

営業外収益合計 2,779 5,380

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 575 95

営業外費用合計 16,115 643

経常利益 386,947 452,847

税金等調整前四半期純利益 386,947 452,847

法人税、住民税及び事業税 42,539 58,174

法人税等調整額 85,094 89,904

法人税等合計 127,634 148,079

四半期純利益 259,313 304,768

親会社株主に帰属する四半期純利益 259,313 304,768
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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28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 259,313 304,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30,527 10,487

退職給付に係る調整額 899 3,724

その他の包括利益合計 31,427 14,212

四半期包括利益 290,740 318,980

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 290,740 318,980

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。

　

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29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）

合計
調整額

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 2,104,894 36,769 2,141,664 7,953 2,149,617 ― 2,149,617

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 168 168 ― 168 △168 ―

計 2,104,894 36,937 2,141,832 7,953 2,149,785 △168 2,149,617

セグメント利益又は損失
（△）

454,703 △11,485 443,218 4,892 448,110 ― 448,110

（注）「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。
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