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(百万円未満切捨て)
１．令和４年９月期の連結業績（令和３年10月１日～令和４年９月30日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

４年９月期 9,362 3.8 737 67.9 836 35.4 364 △45.6

３年９月期 9,021 △2.6 439 △47.1 617 △24.3 669 379.5
(注) 包括利益 ４年９月期 417百万円(△46.4％) ３年９月期 778百万円( 571.5％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

４年９月期 91.48 － 5.9 10.0 7.9

３年９月期 168.27 － 11.2 7.5 4.9
(参考) 持分法投資損益 ４年９月期 －百万円 ３年９月期 －百万円
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

４年９月期 8,380 6,152 73.4 1,546.05

３年９月期 8,410 6,141 73.0 1,543.27
(参考) 自己資本 ４年９月期 6,152百万円 ３年９月期 6,141百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

４年９月期 711 △44 △406 3,851

３年９月期 315 665 △407 3,590
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

３年９月期 － 0.00 － 102.00 102.00 405 60.6 6.8

４年９月期 － 0.00 － 102.00 102.00 405 111.5 6.6

５年９月期(予想) － 0.00 － 102.00 102.00 60.7
　

(注）４年９月期期末配当金の内訳 普通配当 102円00銭

　

３．令和５年９月期の連結業績予想（令和４年10月１日～令和５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) 4,820 3.2 330 △11.5 330 △25.7 270 67.9 67.85

通 期 9,900 5.7 740 0.3 740 △11.6 610 67.6 153.28

　　



※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 － 社 (社名)－ 、除外－ 社 (社名)－
　

　

（２）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 ： 有

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
　

　

（３）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) ４年９月期 3,980,000株 ３年９月期 3,980,000株

② 期末自己株式数 ４年９月期 377株 ３年９月期 344株

③ 期中平均株式数 ４年９月期 3,979,632株 ３年９月期 3,979,665株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．令和４年９月期の個別業績（令和３年10月１日～令和４年９月30日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

４年９月期 9,283 4.8 765 71.5 865 38.4 283 △58.2

３年９月期 8,860 △2.4 446 △49.3 625 △27.7 678 －
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

４年９月期 71.27 －

３年９月期 170.37 －
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

４年９月期 8,359 6,142 73.5 1,543.47

３年９月期 8,381 6,264 74.7 1,574.21

(参考) 自己資本 ４年９月期 6,142百万円 ３年９月期 6,264百万円
　

　

　

２．令和５年９月期の個別業績予想（令和４年10月１日～令和５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 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 4,800 － 310 － 230 － 57.79

通 期 9,800 5.6 770 △11.0 630 122.1 158.31
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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、当社が現在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.
経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。

　（決算説明会内容の入手方法）
　当社は、令和４年11月16日(水)にアナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。その説明会
のプレゼンテーション資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウィルス感染症に対する防疫と経済活動の両立が進む一方、ウ

クライナ情勢の長期化に伴う資源価格の高騰、欧米におけるインフレ加速に伴う政策金利引き上げ、中国での経済

活動抑制の影響等、先行きに対する不透明感が継続しています。

我が国経済においては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、景気が

持ち直していくことが期待されます。但し、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を

下押しするリスクとなっております。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意

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、半導体等の部品需給の逼迫によ

る生産調整の動きがみられるものの、脱炭素化に向けた世界的な流れは持続しており、次世代技術の開発に向けて

研究開発の歩みは益々加速していくものとみられます。当社が主力とする設計開発アウトソーシング事業は生産の

上流工程であるため、自動車メーカーの工場稼働停止や減産が、契約解除等の直接的な影響は少ないものとみてお

りますが、金融資本市場の変動や原材料価格の上昇、新型コロナウイルス感染症の流行がさらに深刻化した際など

には業績に影響を及ぼす可能性もあるため、引き続き、業界の動向に注視する必要があります。

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、当連結会計年度における当社グループの売上高は93

億62百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は7億37百万円（同67.9％増）、経常利益は8億36百万円（同35.4％

増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は子会社関連損失などの特別損失計上により3億64百万円（同

45.6％減）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91億47百万円（前年同期比5.0％増）となり、セグメント利益（営業利

益）は16億73百万円（同30.5％増）、セグメント利益（営業利益）率18.3％となりました。主に請負において一

人当たり売上高が堅調に推移し、かつ、計画的に若手技術者の業務配属を成し得たことで、増収増益に寄与いた

しました。

②３Ｄプリント事業

当セグメントにおきましては、ＤｆＡＭ（3Ｄプリント向け設計）関連の進展などはあるものの、主要顧客にお

ける受注遅れや競合他社との価格競争が発生しました。一方、固定費など経費の見直しを実施した結果、売上高

は76百万円（前年同期比7.1％増）となり、セグメント損失（営業損失）は39百万円（前年同期は営業損失86百万

円）となりました。

③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、第3四半期に事業の選択と集中により美容商品販売を撤退し収益構造の見直しを

実施しました。第2四半期連結累計期間中にOEM品（ゼリー飲料）の一部品質不適合が発生したことによる製品回

収の影響による売上減少と、一部機材の減損を含む構造改革に伴う経費計上により、売上高は1億60百万円（前年

同期比31.8％減）となり、セグメント損失（営業損失）は27百万円（前年同期は営業損失6百万円）となりまし

た。

④不動産賃貸事業

当セグメントにおきましては、前第2四半期に収益用不動産を一部売却したことにより、売上高は59百万円（前

年同期比22.8％減）となり、セグメント利益（営業利益）は24百万円（同12.6％減）、セグメント利益（営業利

益）率41.6％となりました。

　（注）セグメント別の売上高は、内部売上高控除前の数値を記載しております。
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（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は83億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ30百万円の減少となりまし

た。これは、主に連結子会社(アビストH＆F)の機械装置等の減損処理並びに海老名事業所閉鎖に伴う減損処理によ

り有形固定資産が減少したことによるものです。

負債合計は22億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円の減少となりました。これは主に未払金の減

少によるものです。

純資産合計は61億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円の増加となりました。これは、主に退職給

付に係る調整累計額の増加によるものです。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、38億51百万円（前年同期末35億90百

万円）となりました。

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とその主な内訳は次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、7億11百万円（前年同期末3億15百万円）となりました。この主な内訳は、税

金等調整前当期純利益が6億75百万円、減価償却費1億74百万円および法人税等の支払額3億58百万円となっており

ます。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は、44百万円（前年同期末△6億65百万円）となりました。この主な内訳は、有形

固定資産の取得による支出27百万円となっております。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は、4億6百万円（前年同期末4億7百万円）となりました。この主な内訳は、配当

金の支払額4億5百万円となっております。

　

（４）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症と経済活動の両立が進む一方で、ロシアのウクライナ

侵攻の長期化、インフレ率が数十年ぶりの高水準にあること、大半の地域で金融環境が引き締まっていることなど

から不透明感が増しています。国内においては各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが見られますが、急激な

円安による輸入コストの増加や世界経済の減速を背景に先行きについては楽観できない状況です。

　当社は、外部環境の変化による影響に注視しつつ、教育管理部門を中心とした技術者教育体制の抜本的な改革や

設計開発アウトソーシング事業とのシナジーを活かしたデジタルソリューション開発並びにAR技術を応用した業務

効率化を推進し、収益拡大化に取り組んでまいります。

　このような見通しのもと、次期（令和5年9月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高99億円、営業利益7億

40百万円、経常利益7億40百万円、親会社株主に帰属する当期純利益6億10百万円を見込んでおります。

　

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成して

おります。

なお、将来のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応して

いく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(令和3年9月30日)

当連結会計年度
(令和4年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,590,970 3,851,982

売掛金 1,334,259 1,345,787

仕掛品 46,776 36,903

原材料及び貯蔵品 41,247 22,299

その他 175,140 156,482

流動資産合計 5,188,393 5,413,455

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,309,680 1,309,930

減価償却累計額 △220,184 △260,532

減損損失累計額 △12,136 △38,233

建物及び構築物（純額） 1,077,359 1,011,164

機械装置及び運搬具 1,303,675 1,305,281

減価償却累計額 △716,599 △746,624

減損損失累計額 △496,763 △547,889

機械装置及び運搬具（純額） 90,312 10,768

工具、器具及び備品 227,903 230,662

減価償却累計額 △176,495 △199,733

減損損失累計額 △4,037 △4,203

工具、器具及び備品（純額） 47,369 26,726

土地 1,044,527 1,030,745

リース資産 5,400 5,400

減価償却累計額 △1,440 △2,520

リース資産（純額） 3,960 2,880

有形固定資産合計 2,263,529 2,082,284

無形固定資産

その他 258,231 199,372

無形固定資産合計 258,231 199,372

投資その他の資産

投資有価証券 198,200 198,200

繰延税金資産 400,703 393,786

その他 101,279 92,919

投資その他の資産合計 700,183 684,905

固定資産合計 3,221,944 2,966,562

資産合計 8,410,338 8,380,017
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和3年9月30日)

当連結会計年度
(令和4年9月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 50,000 50,000

未払金 631,117 569,479

未払法人税等 216,520 183,734

賞与引当金 363,086 350,008

株主優待引当金 - 27,135

その他 182,913 182,747

流動負債合計 1,443,637 1,363,105

固定負債

役員退職慰労引当金 246,320 282,282

退職給付に係る負債 509,758 514,809

その他 68,957 67,131

固定負債合計 825,036 864,223

負債合計 2,268,673 2,227,328

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 4,142,169 4,100,309

自己株式 △1,081 △1,176

株主資本合計 6,184,387 6,142,432

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △42,722 10,257

その他の包括利益累計額合計 △42,722 10,257

純資産合計 6,141,665 6,152,689

負債純資産合計 8,410,338 8,380,017
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 令和2年10月1日
　至 令和3年9月30日)

当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
　至 令和4年9月30日)

売上高 9,021,960 9,362,736

売上原価 7,074,161 7,096,517

売上総利益 1,947,799 2,266,218

販売費及び一般管理費

役員報酬 169,653 193,303

給料及び手当 398,560 416,508

賞与引当金繰入額 31,121 31,371

退職給付費用 11,468 9,687

役員退職慰労引当金繰入額 30,923 35,962

その他 866,608 841,745

販売費及び一般管理費合計 1,508,335 1,528,577

営業利益 439,463 737,641

営業外収益

受取利息 37 41

受取手数料 647 614

助成金収入 177,900 98,545

その他 149 184

営業外収益合計 178,734 99,386

営業外費用

支払利息 216 215

営業外費用合計 216 215

経常利益 617,980 836,813

特別利益

固定資産売却益 385,934 -

特別利益合計 385,934 -

特別損失

減損損失 - 38,016

子会社関連損失 - 123,214

特別損失合計 - 161,230

税金等調整前当期純利益 1,003,915 675,582

法人税、住民税及び事業税 349,824 328,624

法人税等調整額 △15,562 △17,106

法人税等合計 334,262 311,517

当期純利益 669,653 364,064

親会社株主に帰属する当期純利益 669,653 364,064
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 令和2年10月1日
　至 令和3年9月30日)

当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
　至 令和4年9月30日)

当期純利益 669,653 364,064

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 108,574 52,979

その他の包括利益合計 108,574 52,979

包括利益 778,228 417,044

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 778,228 417,044

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,026,650 1,016,650 3,878,445 △929 5,920,816

当期変動額

剰余金の配当 △405,930 △405,930

親会社株主に帰属す

る当期純利益
669,653 669,653

自己株式の取得 △152 △152

株主資本以外の

項 目 の 当 期 変 動 額

（純額）

当期変動額合計 - - 263,723 △152 263,571

当期末残高 1,026,650 1,016,650 4,142,169 △1,081 6,184,387

その他の包括利益累計額

純資産合計退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △151,297 △151,297 5,769,519

当期変動額

剰余金の配当 △405,930

親会社株主に帰属す

る当期純利益
669,653

自己株式の取得 △152

株主資本以外の

項 目 の 当 期 変 動 額

（純額）

108,574 108,574 108,574

当期変動額合計 108,574 108,574 372,146

当期末残高 △42,722 △42,722 6,141,665
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　当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,026,650 1,016,650 4,142,169 △1,081 6,184,387

当期変動額

剰余金の配当 △405,924 △405,924

親会社株主に帰属す

る当期純利益
364,064 364,064

自己株式の取得 △95 △95

株主資本以外の

項 目 の 当 期 変 動 額

（純額）

当期変動額合計 - - △41,860 △95 △41,955

当期末残高 1,026,650 1,016,650 4,100,309 △1,176 6,142,432

その他の包括利益累計額

純資産合計退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △42,722 △42,722 6,141,665

当期変動額

剰余金の配当 △405,924

親会社株主に帰属す

る当期純利益
364,064

自己株式の取得 △95

株主資本以外の

項 目 の 当 期 変 動 額

（純額）

52,979 52,979 52,979

当期変動額合計 52,979 52,979 11,024

当期末残高 10,257 10,257 6,152,689
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 令和2年10月1日
　至 令和3年9月30日)

当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
　至 令和4年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,003,915 675,582

減価償却費 185,602 174,406

減損損失 - 38,016

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,472 △13,078

株主優待引当金の増減額（△は減少） - 27,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 103,139 81,413

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,318 35,962

受取利息及び受取配当金 △37 △41

助成金収入 △177,900 △98,545

支払利息 216 215

固定資産除売却損益（△は益） △385,934 -

子会社関連損失 - 59,682

売上債権の増減額（△は増加） △98,879 △11,527

棚卸資産の増減額（△は増加） △6,725 29,326

前払費用の増減額（△は増加） △25,040 24,420

未払金の増減額（△は減少） 51,735 △43,309

未払消費税等の増減額（△は減少） △194,623 △3,993

その他 △25,030 △4,166

小計 447,227 971,498

利息及び配当金の受取額 37 41

助成金の受取額 177,900 98,545

利息の支払額 △216 △213

法人税等の支払額 △309,909 △358,015

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,038 711,856

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 △36,906 △27,841

有形固定資産の売却による収入 813,823 -

無形固定資産の取得による支出 △95,296 △20,842

敷金及び保証金の差入による支出 △5,074 △4,631

敷金及び保証金の回収による収入 2,991 8,948

その他 △14,389 207

投資活動によるキャッシュ・フロー 665,148 △44,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △152 △95

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,188 △1,188

配当金の支払額 △405,749 △405,401

財務活動によるキャッシュ・フロー △407,090 △406,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 573,096 261,012

現金及び現金同等物の期首残高 3,017,873 3,590,970

現金及び現金同等物の期末残高 3,590,970 3,851,982
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（５）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。

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取り扱いに

従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準等の適用による当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いにしたがって、前連結会計年度に係る顧客との

契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取り扱いにしたがって、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。

なお、時価算定会計基準等の適用による、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、「設計開発アウトソーシング事業」、「3Ｄプリント事業」、「美容・健康商品製造販売事業」

及び「不動産賃貸事業」の4つを報告セグメントとしております。

設計開発アウトソーシング事業は、当社が手掛けておりますハイエンド3次元ＣＡＤ（以下「3Ｄ-ＣＡＤ」）をツ

ールとした機械・機械部品の設計開発及びソフトウエア開発を行っております。同開発業務は業務形態別に派遣業

務と請負業務（受託型・常駐型）に区分されます。その他、3Ｄ-ＣＡＤ教育業務、解析業務を行っております。

3Ｄプリント事業は、設計開発アウトソーシング事業で培った設計・解析ノウハウやチャネルなどのシナジーを最

大限活かし、主に国内メーカーに対して自社保有の3Ｄプリンタを活用した受注生産による製造販売事業を行ってお

ります。

美容・健康商品製造販売事業は、連結子会社である株式会社アビストＨ＆Ｆが行っております。

また、不動産賃貸事業は、当社が所有する賃貸ビル（三鷹市1フロア）を顧客企業に賃貸しております。

2．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメント利益又は損失は、営業利益又は損失であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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3．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)

（単位：千円）

　

報告セグメント

合計
調整額
(注)

連結
財務諸表
計上額

設計開発
アウトソー
シング事業

3Ｄプリント
事業

美容・健康商
品製造販売

事業

不動産賃貸
事業

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 8,711,788 71,405 161,549 77,217 9,021,960 － 9,021,960

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － 73,983 － 73,983 △73,983 －

計 8,711,788 71,405 235,532 77,217 9,095,944 △73,983 9,021,960

セグメント利益又は損
失（△）

1,281,715 △86,487 △6,895 28,377 1,216,710 △777,246 439,463

セグメント資産 1,907,133 290,599 486,325 758,485 3,442,543 4,967,795 8,410,338

その他の項目

減価償却費 117,556 10,898 24,157 10,176 162,789 22,813 185,602

減損損失 － － － － － － －

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

76,664 － 32,832 － 109,497 39,493 148,990

(注) 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△777,246千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主

に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る

資産であります。

(3) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係

るものであります。

当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

　 （単位：千円）

　

報告セグメント

合計
調整額
(注)

連結
財務諸表
計上額

設計開発
アウトソー
シング事業

3Ｄプリント
事業

美容・健康商
品製造販売

事業

不動産賃貸
事業

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 9,147,217 76,504 79,424 59,590 9,362,736 － 9,362,736

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 81,229 － 81,229 △81,229 －

計 9,147,217 76,504 160,654 59,590 9,443,966 △81,229 9,362,736

セグメント利益又は
損失（△）

1,673,158 △39,570 △27,835 24,815 1,630,568 △892,926 737,641

セグメント資産 1,788,998 280,890 267,954 749,866 3,087,709 5,292,308 8,380,017

その他の項目

減価償却費 109,481 10,898 21,986 7,302 149,669 24,736 174,406

減損損失 38,016 － 54,880 － 92,897 － 92,897

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

4,500 － 1,777 － 6,278 56,742 63,020

(注)1. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△892,926千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主

に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る

資産であります。

(3) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係

るものであります。
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(注)2. 当連結会計年度において「設計開発アウトソーシング事業」セグメントにおいて38,016千円の減損損失を計上

しております。また、「美容・健康商品製造販売事業」セグメントにおいて54,880千円の減損損失を「子会社

関連損失」に含めて計上しております。

2．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計

処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更による当連結会計年度の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影響はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 令和2年10月1日
至 令和3年9月30日)

当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日)

1株当たり純資産額 1,543.27円 1,546.05円

1株当たり当期純利益金額 168.27円 91.48円

（注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(令和3年9月30日)

当連結会計年度末
(令和4年9月30日)

純資産の部の合計額(千円) 6,141,665 6,152,689

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,141,665 6,152,689

普通株式の発行済株式数（株） 3,980,000 3,980,000

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 3,979,656 3,979,623

　
3．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 令和2年10月1日
至 令和3年9月30日)

当連結会計年度
(自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 669,653 364,064

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 669,653 364,064

普通株式の期中平均株式数(株) 3,979,665 3,979,632

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


