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(百万円未満切捨て)

１．平成30年９月期第２四半期の連結業績（平成29年10月１日～平成30年３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２四半期 4,259 9.7 776 12.4 790 15.6 491 7.7

29年９月期第２四半期 3,883 11.3 690 19.6 683 17.4 455 27.2
(注) 包括利益 30年９月期第２四半期 495百万円( △0.8％) 29年９月期第２四半期 499百万円( 48.3％)
　

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２四半期 123.38 －

29年９月期第２四半期 114.56 －
　

　

（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２四半期 6,872 4,990 72.6

29年９月期 6,532 4,806 73.6
(参考) 自己資本 30年９月期第２四半期 4,990百万円 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 － 0.00

30年９月期(予想) － 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、対前期増減率)

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

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 3,979,858株 29年９月期２Ｑ 3,979,919株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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2四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。中国を始めアジア新興国等の経済の先行

き、政策に関する不確実性による影響など不透明な状況はあるものの、世界経済は引き続き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も、企業収益や雇用・所得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。先

行きについても各種政策の効果もあり継続的な回復が期待されておりますが、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2四半期連結累計期間における当社グループの売

上高は42億59百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益は7億76百万円（同12.4％増）、経常利益は7億90百万円（同

15.6％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は4億91百万円（同7.7％増）となりました。

なお、コミュニケーションロボット開発・販売事業の撤退に伴う損失として、58百万円を特別損失に計上いたし

ました。詳細につきましては、本日別途開示しております「当社一部事業の撤退及び特別損失の計上に関するお知

らせ」をご参照ください。

　 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41億73百万円（前年同期比11.2％増）となり、セグメント利益（営業利

益）は7億93百万円（同12.3％増）、セグメント利益（営業利益）率19.0％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

70百万円（前年同期比39.0％減）、セグメント損失（営業損失）は26百万円（前年同期はセグメント損失（営業

損失）26百万円）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15百万円（前年同期比2.2%増）となり、セグメント利益（営業利益）

は9百万円（同10.9%減）、セグメント利益（営業利益）率58.7％となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は68億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億40百万円の増加

となりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものです。

負債合計は18億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億55百万円の増加となりました。これは、主にその他の

引当金及び未払法人税等の増加によるものです。

純資産合計は49億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億84百万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２四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,578,845 3,198,673

売掛金 1,178,606 1,093,787

仕掛品 29,658 63,851

原材料 57,378 26,772

その他 410,609 285,900

流動資産合計 4,255,098 4,668,984

固定資産

有形固定資産 1,726,031 1,655,000

無形固定資産 113,136 90,406

投資その他の資産 435,082 456,530

固定資産合計 2,274,250 2,201,936

繰延資産 2,993 1,828

資産合計 6,532,342 6,872,750

負債の部

流動負債

短期借入金 30,000 50,000

未払金 517,593 530,308

未払法人税等 299,073 322,141

賞与引当金 268,082 291,049

その他の引当金 － 32,708

その他 174,950 192,213

流動負債合計 1,289,699 1,418,420

固定負債

役員退職慰労引当金 176,826 188,570

退職給付に係る負債 245,632 261,079

その他 13,892 13,822

固定負債合計 436,351 463,472

負債合計 1,726,051 1,881,893

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 2,987,986

自己株式 △301 △458

株主資本合計 4,850,399 5,030,827

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 7,609

退職給付に係る調整累計額 △55,029 △47,580

その他の包括利益累計額合計 △44,108 △39,970

純資産合計 4,806,291 4,990,856

負債純資産合計 6,532,342 6,872,750
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 3,883,841 4,259,647

売上原価 2,565,301 2,871,236

売上総利益 1,318,539 1,388,410

販売費及び一般管理費 628,300 612,344

営業利益 690,239 776,065

営業外収益

受取配当金 1,857 450

受取手数料 419 513

投資有価証券売却益 － 14,065

その他 1,019 741

営業外収益合計 3,296 15,769

営業外費用

投資有価証券売却損 7,782 －

開業費償却 1,097 1,097

その他 812 174

営業外費用合計 9,692 1,271

経常利益 683,844 790,563

特別損失

事業撤退損失 － 58,071

特別損失合計 － 58,071

税金等調整前四半期純利益 683,844 732,492

法人税、住民税及び事業税 247,169 290,303

法人税等調整額 △19,263 △48,826

法人税等合計 227,906 241,476

四半期純利益 455,937 491,015

親会社株主に帰属する四半期純利益 455,937 491,015
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 455,937 491,015

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41,338 △3,311

退職給付に係る調整額 1,798 7,449

その他の包括利益合計 43,137 4,137

四半期包括利益 499,075 495,153

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 499,075 495,153

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 683,844 732,492

減価償却費 75,436 98,888

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,058 22,966

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,961 26,184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,295 11,743

受取利息及び受取配当金 △1,866 △467

支払利息 94 106

投資有価証券売却損益（△は益） 7,782 △14,065

事業撤退損失 － 58,071

売上債権の増減額（△は増加） 75,066 84,791

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,109 △42,804

前払費用の増減額（△は増加） 4,060 12,261

未払金の増減額（△は減少） 9,554 6,229

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,129 15,885

その他 47,778 32,950

小計 829,825 1,045,235

利息及び配当金の受取額 1,866 467

利息の支払額 △92 △106

法人税等の支払額 △226,774 △261,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 604,825 783,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △157,737 △14,763

無形固定資産の取得による支出 △14,930 －

投資有価証券の取得による支出 △47,670 △220,411

投資有価証券の売却による収入 172,690 227,429

敷金及び保証金の差入による支出 △1,905 △1,090

敷金及び保証金の回収による収入 984 675

その他 △1,440 △8,206

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,009 △16,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 20,000

自己株式の取得による支出 － △157

配当金の支払額 △258,569 △310,412

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,569 △290,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,246 476,846

現金及び現金同等物の期首残高 2,215,666 2,792,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,511,912 3,269,656
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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2四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)

1．報告セグメントごとの売上高、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 3,753,135 115,247 3,868,383 15,458 3,883,841 ― 3,883,841

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 931 931 ― 931 △931 ―

計 3,753,135 116,179 3,869,315 15,458 3,884,773 △931 3,883,841

セグメント利益又は損失
（△）

706,304 △26,471 679,833 10,406 690,239 ― 690,239

（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。

　

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日)

1．報告セグメントごとの売上高、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 4,173,117 70,728 4,243,845 15,801 4,259,647 ― 4,259,647

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 168 168 ― 168 △168 ―

計 4,173,117 70,896 4,244,014 15,801 4,259,815 △168 4,259,647

セグメント利益又は損失
（△）

793,277 △26,482 766,794 9,270 776,065 ― 776,065

（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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