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1.  平成23年7月期第1四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成22年10月31日） 

(注) 
１．平成22年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年７月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については、
記載しておりません。 
２．平成23年７月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため
記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年7月期第1四半期 659 ― △2 ― △2 ― △16 ―
22年7月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年7月期第1四半期 △743.58 ―
22年7月期第1四半期 ― ―

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

23年7月期第1四半期 1,475 821 55.6 36,238.74
22年7月期 1,377 851 61.7 37,547.77

（参考） 自己資本   23年7月期第1四半期  820百万円 22年7月期  850百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年7月期 ― 0.00 ― 550.00 550.00
23年7月期 ―
23年7月期 

（予想）
0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
(累計)

1,348 ― 38 ― 38 ― 6 ― 275.36

通期 2,952 22.7 211 101.0 222 105.8 112 198.7 4,987.68



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社は 平成22年７月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。  
２．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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年7月期1Q 23,730株 22年7月期  23,730株
② 期末自己株式数 23年7月期1Q  1,083株 22年7月期  1,083株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期1Q 22,647株 22年7月期1Q 22,822株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策等により、

企業業績や個人消費等に一部回復の兆しがみられるものの、為替の円高基調やデフレ等により、企業の

収益環境や雇用情勢は依然として厳しく、先行き不透明な状況が続いております。 

  当社グループが属する情報サービス業界におきましても、企業のIT投資意欲に改善の兆しがみられる

ものの、IT投資予算の削減による縮小、延期、投資対効果に対する精査等により、依然として厳しい状

況にあります。また、携帯電話市場にあっては、通信速度の高速化、スマートフォンや次世代規格の高

機能端末、タブレット端末等の普及により、今後も新しい技術と多種多様なサービスの展開に向けた需

要は続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは引き続きソフトウエア開発を中心としたソリューションの受

託開発、運用・保守事業の拡大に注力するとともに、新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化を掲げ、

顧客ニーズに合わせたITサービスの提供等に努めてまいりました。 

  業務体制におきましては、今後の成長軌道の確立を実現するために、「営業本部」を新設し、より効

率的で機動力のある営業体制を確立するとともに、顧客への戦略的な営業展開、顧客ニーズに対応した

横断的なソリューションサービスの提案に努め、営業力・受注力の拡大に取り組んでまいりました。そ

の結果、iPhoneやAndroid等の高機能端末向け携帯アプリケーション開発を中心に引合いが増加し、売

上高、受注高及び受注残高は前年同四半期を大幅に上回りました。 

  また、平成22年11月に事務所費用の削減、コミュニケーションロスの削減、業務効率及び生産性の向

上を目的として本社及び分室の２か所の拠点を１か所に集約する本社移転を実施し、今後の収益獲得体

制を整えました。しかしながら当第１四半期連結累計期間においては、当該移転に伴う稼働率の低下、

子会社の売上減少等により、利益につきましては損失となりました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は659,758千円、営業損失2,226千円、経常損失

2,821千円、四半期純損失16,839千円となりました。 

  

（注）平成22年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との対比は行っており

ません。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ37,402千円増加し、1,047,411千円となりました。この主な要

因は、仕掛品が10,319千円減少したものの、現金及び預金が31,891千円増加、仮払金等の増加に伴いそ

の他が13,814千円増加したことによるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ60,696千円増加し、428,306千円となりました。この主な要因

は、ソフトウエアの減価償却に伴い無形固定資産が11,830千円減少したものの、本社移転等に伴い有形

固定資産が72,745千円増加したこと等によるものであります。 

  この結果、当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ98,099千円増

加し、1,475,718千円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ93,627千円増加し、609,556千円となりました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金が49,132千円減少したものの、短期借入金が92,000千円増加、賞与引当金が

52,621千円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ34,207千円増加し、44,562千円となりました。この主な要因

は、資産除去債務が17,669千円増加、リース債務の増加に伴いその他が16,538千円増加したことによる

ものであります。 

  この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ127,835千円

増加し、654,119千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ29,735千円減少し、821,598千円となりました。この主な要

因は、利益剰余金が29,295千円減少したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、375,502

千円となり、前連結会計年度末に比べ31,891千円の増加となりました。 

  当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、5,318千円となりました。 

  この主な内訳は、賞与引当金の増加額52,621千円、たな卸資産の減少額10,083千円等の資金の増加、

仕入債務の減少額49,132千円、法人税等の支払額14,568千円等による資金の減少であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、44,499千円となりました。 

  この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出35,292千円、自社利用ソフトウエア開発に伴う無形

固定資産の取得による支出9,084千円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、81,709千円となりました。 

  この主な内訳は、短期借入金の純増額92,000千円等の資金の増加、配当金の支払額8,380千円等の資

金の減少であります。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね計画どおりに推移しております。現時点では、平成22年９月

13日に公表いたしました「平成22年７月期 決算短信」の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想

に変更はございません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

（製品保証見積高の算定方法） 

当第１四半期連結会計期間末の製品保証実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の製品保証実績率を使用して製品保証見積高を算定してお

ります。 

② 特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該

見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、

当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は17,669千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 375,502 343,610

受取手形及び売掛金 546,650 542,325

仕掛品 33,196 43,516

原材料及び貯蔵品 417 181

その他 108,472 94,658

貸倒引当金 △16,828 △14,284

流動資産合計 1,047,411 1,010,008

固定資産   

有形固定資産 102,916 30,170

無形固定資産 121,147 132,977

投資その他の資産   

その他 204,777 204,996

貸倒引当金 △535 △535

投資その他の資産合計 204,242 204,461

固定資産合計 428,306 367,610

資産合計 1,475,718 1,377,618

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,826 94,958

短期借入金 272,000 180,000

未払法人税等 4,751 21,094

賞与引当金 110,497 57,876

製品保証引当金 5,700 9,800

本社移転損失引当金 19,000 17,026

その他 151,782 135,173

流動負債合計 609,556 515,929

固定負債   

資産除去債務 17,669 －

その他 26,893 10,355

固定負債合計 44,562 10,355

負債合計 654,119 526,284
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,445 319,445

資本剰余金 279,445 279,445

利益剰余金 271,262 300,558

自己株式 △48,860 △48,860

株主資本合計 821,292 850,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △593 △243

評価・換算差額等合計 △593 △243

新株予約権 900 990

純資産合計 821,598 851,334

負債純資産合計 1,475,718 1,377,618
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(2) 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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 659,758

売上原価 459,748

売上総利益 200,010

販売費及び一般管理費 202,236

営業損失（△） △2,226

営業外収益  

受取利息 102

投資有価証券評価益 960

その他 99

営業外収益合計 1,162

営業外費用  

支払利息 1,036

支払手数料 720

営業外費用合計 1,757

経常損失（△） △2,821

特別損失  

本社移転関連費用 13,660

本社移転損失引当金繰入額 4,395

特別損失合計 18,055

税金等調整前四半期純損失（△） △20,876

法人税等 △4,036

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,839

四半期純損失（△） △16,839
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10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損失（△） △20,876

減価償却費 24,171

投資有価証券評価損益（△は益） △960

本社移転損失引当金の増減額(△は減少) 1,973

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,544

賞与引当金の増減額（△は減少） 52,621

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,100

受取利息及び受取配当金 △102

支払利息 1,036

売上債権の増減額（△は増加） △4,324

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,083

仕入債務の増減額（△は減少） △49,132

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,315

その他 1,011

小計 9,629

利息及び配当金の受取額 102

利息の支払額 △481

法人税等の支払額 △14,568

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,318

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 △35,292

無形固定資産の取得による支出 △9,084

その他 △122

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,499

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） 92,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,190

配当金の支払額 △8,380

その他 △720

財務活動によるキャッシュ・フロー 81,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,891

現金及び現金同等物の期首残高 343,610

現金及び現金同等物の四半期末残高 375,502
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、ソフトウエア受託開発事業の単一セグメントであるため記載は省略しております。

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17

号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当社は、平成22年７月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期連結累計期間

の比較期間について、前第１四半期累計期間の個別財務諸表を参考資料として記載しております。 

  

①四半期損益計算書（前第１四半期累計期間） 

4. 参考資料

(1) 前第１四半期累計期間に係る財務諸表

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年８月１日
 至 平成21年10月31日)

売上高 529,839

売上原価 359,636

売上総利益 170,202

販売費及び一般管理費 159,028

営業利益 11,173

営業外収益

受取利息 522

法人税等還付加算金 574

その他 1

営業外収益合計 1,098

営業外費用

支払利息 19

投資有価証券評価損 150

保険解約損 90

支払手数料 65

営業外費用合計 325

経常利益 11,947

税引前四半期純利益 11,947

法人税等 5,500

四半期純利益 6,447
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②四半期キャッシュ・フロー計算書（前第１四半期累計期間） 

 
  

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年８月１日
 至 平成21年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 11,947

減価償却費 11,584

投資有価証券評価損益（△は益） 150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,749

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,400

受取利息及び受取配当金 △522

支払利息 19

売上債権の増減額（△は増加） △69,152

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,862

仕入債務の増減額（△は減少） 34,957

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,069

その他 28,095

小計 68,534

利息及び配当金の受取額 522

利息の支払額 △21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 21,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,741

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 △1,418

無形固定資産の取得による支出 △40,393

その他 380

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △2,500

自己株式の取得による支出 △5,719

配当金の支払額 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,948

現金及び現金同等物の期首残高 202,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 243,316
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(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

①四半期貸借対照表 (個別) 

(2) 四半期財務諸表（個別）

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 342,436 316,392

受取手形及び売掛金 510,317 519,774

仕掛品 33,159 43,139

原材料及び貯蔵品 417 181

その他 99,416 92,042

貸倒引当金 △16,556 △14,121

流動資産合計 969,190 957,408

固定資産

有形固定資産 98,975 28,328

無形固定資産 67,522 69,840

投資その他の資産

その他 320,400 320,175

貸倒引当金 △535 △535

投資その他の資産合計 319,865 319,640

固定資産合計 486,362 417,809

資産合計 1,455,553 1,375,217

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 45,433 104,202

短期借入金 242,000 180,000

未払法人税等 4,678 18,660

賞与引当金 106,227 53,130

製品保証引当金 5,700 9,800

本社移転損失引当金 19,000 17,026

その他 137,148 124,194

流動負債合計 560,187 507,013

固定負債

資産除去債務 17,669 －

その他 26,893 10,355

固定負債合計 44,562 10,355

負債合計 604,750 517,369
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 319,445 319,445

資本剰余金 279,445 279,445

利益剰余金 300,467 307,072

自己株式 △48,860 △48,860

株主資本合計 850,496 857,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △593 △243

評価・換算差額等合計 △593 △243

新株予約権 900 990

純資産合計 850,803 857,848

負債純資産合計 1,455,553 1,375,217
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②四半期損益計算書 (個別) 

 
  

  【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年８月１日
 至 平成22年10月31日)

売上高 623,984

売上原価 421,656

売上総利益 202,328

販売費及び一般管理費 177,790

営業利益 24,537

営業外収益

受取利息 100

投資有価証券評価益 960

業務受託料 600

その他 193

営業外収益合計 1,853

営業外費用

支払利息 973

支払手数料 720

営業外費用合計 1,694

経常利益 24,697

特別損失

本社移転関連費用 12,808

本社移転損失引当金繰入額 4,395

特別損失合計 17,203

税引前四半期純利益 7,494

法人税等 1,643

四半期純利益 5,850
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当社グループはソフトウエア受託開発の単一事業を営んでおります。 

  また、平成22年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比較は行

っておりません。 

  

①生産実績 

当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  金額は、製造原価によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３  連結会社間取引については相殺消去をしております。 

  

②受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  Ｇガイドモバイル関連及び自社プロダクト等のサービス提供については、受注生産を行っていないため、受

注実績の記載をしておりません。 

  

5. その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

事業の名称

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成22年10月31日)

生産高(千円)

ソフトウエア受託開発 459,748

合計 459,748

事業の名称

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成22年10月31日)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

ソフトウエア受託開発 835,600 664,701

合計 835,600 664,701
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③販売実績 

当第１四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３  連結会社間取引については相殺消去をしております。 

  

事業の名称

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成22年10月31日)

販売高(千円)

ソフトウエア受託開発 659,758

合計 659,758

相手先

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成22年10月31日)

販売高(千円) 割合(％)

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 213,586 32.4
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