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(百万円未満切捨て)

１．平成30年9月期第3四半期の連結業績（平成29年10月1日～平成30年6月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期累計増減率)

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3四半期 6,464 8.4 1,166 9.7 1,186 12.0 767 7.2

29年9月期第3四半期 5,962 10.7 1,063 17.6 1,058 16.3 716 23.3
(注) 包括利益 30年9月期第3四半期 772百万円( 0.2％) 29年9月期第3四半期 771百万円( 45.1％)
　

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3四半期 192.93 －

29年9月期第3四半期 180.03 －
　

　

（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3四半期 6,801 5,268 77.5

29年9月期 6,532 4,806 73.6
(参考) 自己資本 30年9月期第3四半期 5,268百万円 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
　

決算短信（宝印刷） 2018年08月09日 14時17分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



※ 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3Ｑ 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3Ｑ 193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3Ｑ 3,979,849株 29年9月期3Ｑ 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3四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、地政学的リスクなど不透明な状況はあるものの、世界経済は引き続き緩やか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・所得環境の改善が続くなかで、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通商問題、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、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3四半期連結累計期間における当社グループの売

上高は64億64百万円（前年同期比8.4％増）、営業利益は11億66百万円（同9.7％増）、経常利益は11億86百万円

（同12.0％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は7億67百万円（同7.2％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い、事業撤退損失67百万円を特別損失として計上

いたしました。

　 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63億37百万円（前年同期比9.6％増）となり、セグメント利益（営業利

益）は11億71百万円（同9.8％増）、セグメント利益（営業利益）率18.5％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

1億35百万円（前年同期比30.6％減）、セグメント損失（営業損失）は19百万円（前年同期はセグメント損失（営業

損失）19百万円）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23百万円（前年同期比2.4%増）となり、セグメント利益（営業利益）

は14百万円（同5.2%減）、セグメント利益（営業利益）率63.1％となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は68億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億69百万円の増加と

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15億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億92百万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の減少によるものです。

　純資産合計は52億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億62百万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３四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,578,845 3,139,814

売掛金 1,178,606 1,163,404

仕掛品 29,658 70,841

原材料 57,378 24,982

その他 410,609 174,727

流動資産合計 4,255,098 4,573,771

固定資産

有形固定資産 1,726,031 1,646,531

無形固定資産 113,136 85,267

投資その他の資産 435,082 495,071

固定資産合計 2,274,250 2,226,870

繰延資産 2,993 1,279

資産合計 6,532,342 6,801,921

負債の部

流動負債

短期借入金 30,000 50,000

未払金 517,593 542,527

未払法人税等 299,073 58,587

賞与引当金 268,082 －

その他の引当金 － 18,631

その他 174,950 385,814

流動負債合計 1,289,699 1,055,560

固定負債

役員退職慰労引当金 176,826 195,243

退職給付に係る負債 245,632 268,803

その他 13,892 13,892

固定負債合計 436,351 477,939

負債合計 1,726,051 1,533,499

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 3,264,802

自己株式 △301 △670

株主資本合計 4,850,399 5,307,431

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 4,845

退職給付に係る調整累計額 △55,029 △43,855

その他の包括利益累計額合計 △44,108 △39,009

純資産合計 4,806,291 5,268,421

負債純資産合計 6,532,342 6,801,921
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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28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 5,962,237 6,464,218

売上原価 3,981,991 4,396,520

売上総利益 1,980,245 2,067,698

販売費及び一般管理費 916,476 901,172

営業利益 1,063,769 1,166,525

営業外収益

受取配当金 3,909 2,222

受取手数料 644 776

投資有価証券売却益 － 18,949

その他 1,031 888

営業外収益合計 5,585 22,837

営業外費用

投資有価証券売却損 6,152 －

開業費償却 1,645 1,645

障害者雇用納付金 1,950 1,250

その他 899 320

営業外費用合計 10,647 3,216

経常利益 1,058,707 1,186,146

特別損失

事業撤退損失 － 67,364

特別損失合計 － 67,364

税金等調整前四半期純利益 1,058,707 1,118,782

法人税、住民税及び事業税 268,785 280,189

法人税等調整額 73,406 70,761

法人税等合計 342,191 350,950

四半期純利益 716,516 767,831

親会社株主に帰属する四半期純利益 716,516 767,831
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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28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 716,516 767,831

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 52,276 △6,075

退職給付に係る調整額 2,698 11,174

その他の包括利益合計 54,974 5,098

四半期包括利益 771,490 772,930

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 771,490 772,930

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3四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成29年6月30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 5,781,398 157,685 5,939,084 23,153 5,962,237 ― 5,962,237

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 36,841 36,841 ― 36,841 △36,841 ―

計 5,781,398 194,527 5,975,925 23,153 5,999,079 △36,841 5,962,237

セグメント利益又は損失
（△）

1,067,189 △19,190 1,047,998 15,770 1,063,769 ― 1,063,769

（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3四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成30年6月30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 6,337,260 103,238 6,440,499 23,719 6,464,218 ― 6,464,218

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 31,831 31,831 ― 31,831 △31,831 ―

計 6,337,260 135,070 6,472,331 23,719 6,496,050 △31,831 6,464,218

セグメント利益又は損失
（△）

1,171,247 △19,678 1,151,569 14,956 1,166,525 ― 1,166,525

（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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