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(百万円未満切捨て)

１．平成31年9月期第1四半期の連結業績（平成30年10月1日～平成30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 ％

31年9月期第1四半期 2,276 5.9 464 3.7 471 4.2 315 3.5

30年9月期第1四半期 2,149 9.2 448 11.9 452 17.0 304 17.5
(注) 包括利益 31年9月期第1四半期 300百万円( △5.9％) 30年9月期第1四半期 318百万円( 9.7％)
　

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

31年9月期第1四半期 79.28 －

30年9月期第1四半期 76.58 －
　

　

（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 ％

31年9月期第1四半期 7,160 5,501 76.8

30年9月期 7,527 5,576 74.1
(参考) 自己資本 31年9月期第1四半期 5,501 百万円 30年9月期 5,576百万円
　

　　

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

30年9月期 － 0.00 － 94.00 94.00

31年9月期 －

31年9月期(予想) 0.00 － 102.00 102.00
(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31年9月期の連結業績予想（平成30年10月1日～平成31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) 4,567 7.2 708 △8.7 717 △9.2 460 △6.1 116.00

通期 9,709 10.8 1,658 3.8 1,703 5.1 1,152 7.4 290.00
(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) 31年9月期1Ｑ 3,980,000株 30年9月期 3,980,000株

② 期末自己株式数 31年9月期1Ｑ 193株 30年9月期 193株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年9月期1Ｑ 3,979,807株 30年9月期1Ｑ 3,979,868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1四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦の激化や、欧米の政治的混乱等の影響で世界経済が悪

化し、依然として不透明な状況が続いております。

わが国経済は、企業業績は底堅さを維持し、雇用情勢の改善や設備投資の増加により、緩やかな回復基調で推移い

たしました。引き続き、消費や設備投資など内需を中心に底堅く推移していくと考えられます。ただし、米中貿易戦

争の激化が企業マインドに悪影響を与え、設備投資が萎縮する可能性等に留意する必要があります。

当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、インド・ＡＳＥＡＮ等の新興国市場

が成長を牽引し、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22億76百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は4億64百万円（同3.7％増）、経常利益は4億71百万円（同4.2％

増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億15百万円（同3.5％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。なお、当第1四半期連結会計年度より、事業内容に即した名

称にするために、「水素水製造販売事業」から「美容・健康商品製造販売事業」にセグメント名称を変更しておりま

す。この報告セグメントの名称変更がセグメント情報に与える影響はありません。

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22億38百万円（前年同期比6.4％増）となり、セグメント利益（営業利益）

は4億79百万円（同5.5％増）、セグメント利益（営業利益）率21.4％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 美容・健康商品製造販売事業

当セグメントにおきましては、水素水関連市場の冷え込みが続いた影響で売上が減少し、売上高は29百万円（前年

同期比20.3％減）、セグメント損失（営業損失）は21百万円（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8百万円（前年同期比5.6%増）となり、セグメント利益（営業利益）は6

百万円（同24.9%増）、セグメント利益（営業利益）率72.8％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71億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億67百万円の減少と

なりました。これは、主に有形固定資産の取得及び配当金の支払いにより現金及び預金が減少したことによるもので

す。

負債合計は16億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億93百万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55億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ74百万円の減少となりました。

（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30年11月13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30年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,800,483 3,038,673

売掛金 1,187,209 1,138,520

仕掛品 34,376 63,181

原材料 17,758 28,062

その他 135,383 131,982

流動資産合計 5,175,210 4,400,420

固定資産

有形固定資産 1,635,617 1,939,957

無形固定資産 77,059 147,724

投資その他の資産 638,974 671,904

固定資産合計 2,351,651 2,759,586

繰延資産 731 182

資産合計 7,527,593 7,160,189

負債の部

流動負債

短期借入金 50,000 50,000

未払金 564,334 756,585

未払法人税等 302,321 65,677

賞与引当金 301,825 －

その他 243,438 289,305

流動負債合計 1,461,920 1,161,568

固定負債

役員退職慰労引当金 201,914 193,329

退職給付に係る負債 273,865 273,937

その他 13,892 29,408

固定負債合計 489,672 496,674

負債合計 1,951,593 1,658,243

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 3,569,623 3,511,022

自己株式 △670 △670

株主資本合計 5,612,253 5,553,652

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,471 △16,584

退職給付に係る調整累計額 △38,724 △35,121

その他の包括利益累計額合計 △36,253 △51,705

純資産合計 5,576,000 5,501,946

負債純資産合計 7,527,593 7,160,189
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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29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年10月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 2,149,617 2,276,518

売上原価 1,411,295 1,529,703

売上総利益 738,322 746,815

販売費及び一般管理費 290,211 282,177

営業利益 448,110 464,637

営業外収益

受取配当金 450 400

受取手数料 247 270

投資有価証券売却益 4,541 7,129

その他 140 47

営業外収益合計 5,380 7,847

営業外費用

開業費償却 548 548

その他 95 46

営業外費用合計 643 595

経常利益 452,847 471,889

税金等調整前四半期純利益 452,847 471,889

法人税、住民税及び事業税 58,174 52,038

法人税等調整額 89,904 104,349

法人税等合計 148,079 156,388

四半期純利益 304,768 315,500

親会社株主に帰属する四半期純利益 304,768 315,500
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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29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年10月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 304,768 315,500

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,487 △19,055

退職給付に係る調整額 3,724 3,602

その他の包括利益合計 14,212 △15,452

四半期包括利益 318,980 300,048

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 318,980 300,048

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。

（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。

（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

美容・健康
商品製造
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。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年10月1日 至 平成30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

美容・健康
商品製造
販売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,238,824 29,292 2,268,116 8,402 2,276,518 ― 2,276,518

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― 141 141 ― 141 △141 ―

計 2,238,824 29,433 2,268,257 8,402 2,276,660 △141 2,276,518

セグメント利益又は損失
（△）

479,687 △21,163 458,524 6,112 464,637 ― 464,637

（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。

2．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、従来の「水素水製造販売事業」の名称を「美容・健康商品製造販売事業」に変更し

ております。なお、この報告セグメントの名称変更がセグメント情報に与える影響はありません。
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