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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1月31日） 

 

(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 ％

21年7月期第2四半期 950 ― 109 ― 112 ― 63 ―

20年7月期第2四半期 961 △1.2 198 △11.0 195 △13.0 108 △20.8

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

21年7月期第2四半期 71.69 ―

20年7月期第2四半期 122.25 ―

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

21年7月期第2四半期 2,915 2,007 68.9 2,280.09
20年7月期 3,009 1,992 66.2 2,254.67

（参考） 自己資本  21年7月期第2四半期  2,007百万円 20年7月期  1,992百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年7月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 1,990 △4.1 256 △27.1 261 △26.7 142 △29.9 161.66

4.  その他 
(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  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年８月29日公表の業績予想を修正し、平成21年２月２０日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 
２．上記の予想は本資料の発表日現在における経済動向や市場環境をはじめとした情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって予想数値と
異なる結果となる場合があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年7月期第2四半期 888,000株 20年7月期 888,000株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期 7,377株 20年7月期 4,077株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第2四半期 883,518株 20年7月期第2四半期 888,000株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱から、株価の急落、急激な円高や個人

消費の低迷による企業収益の悪化、それに伴う雇用情勢の悪化と景気後退が一段と深刻化しております。

　情報サービス産業においても、このような経済情勢を反映し、企業のＩＴ投資に慎重な動きもあり、経営環境は

益々厳しさを増す状況にあります。

　このような状況の中、当社グループは、前期に引き続き、大型案件への積極的な受注活動の推進、更なる採算性の

重視、品質向上に努めてまいりました。しかしながら、一部不採算案件の発生や、その対応による受注案件の立ち上

げの遅れが影響し、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は950百万円（前年同期比1.1％減）とな

り、営業利益は109百万円（前年同期比45.1％減）、経常利益は112百万円（前年同期比42.5％減）、四半期純利益は

63百万円（前年同期比41.7％減）となりました。

　（売上高）

　①ソフトウェア開発関連 

　一部不採算案件の発生や、その対応による受注案件の立ち上げの遅れにより、売上高は869百万円（前年同期

比1.8％減）となりました。

　②その他

　前期に引き続きＣＭＭＩの導入コンサルティング、ＣＭＭＩの公式セミナーの開催も順調に推移し、コンサル

ティング売上が61百万円（前年同期比5.6％増）となり、システム販売等と合わせて81百万円（前年同期比7.9％

増）となりました。

  なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、前年同期比について参考

数値として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,915百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少とな

りました。これは主に、現金及び預金が42百万円、売掛金が回収により25百万円、投資有価証券が時価下落により24

百万円減少したことによるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債残高は908百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円の減少と

なりました。これは主に、借入金の返済及び社債の償還により借入金が53百万円、社債が40百万円それぞれ減少し

たことによるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、2,007百万円とな

りました。これは主に、剰余金の配当26百万円、その他有価証券評価差額金17百万円の減少があったものの、四半期

純利益63百万円を計上したことによるものであります。

　当第２四半期連結累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、前連結会計年度末に比

べ42百万円減少し、816百万円となりました。主な要因と、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・フローは、主に税金等調整前四半期純利益107百万円、減価償却費23百万円、法人税

等の支払額45百万円等により、92百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出４百万円等により、11百万円の支出と

なりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出53百万円、社債の償還による支出40百万

円、配当金の支払額26百万円等により、122百万円の支出となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 最近の業績動向を踏まえ、平成20年８月29日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細は、平成 21年２月

 20日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



４．その他

（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）

　該当事項はありません。

 

（２）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

　該当事項はありません。

 

（３）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

　　　　・会計処理基準に関する事項の変更

　 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

　 ２．たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。これによる損益への影響はありません。

 

　 ３．第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 826,161 868,684

受取手形及び売掛金 339,254 364,826

仕掛品 70,183 56,590

その他 38,209 43,308

貸倒引当金 △1,920 △2,000

流動資産合計 1,271,889 1,331,409

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 607,877 628,240

土地 823,816 823,816

その他（純額） 19,425 23,223

有形固定資産合計 1,451,120 1,475,281

無形固定資産 21,436 20,379

投資その他の資産 171,510 182,367

固定資産合計 1,644,067 1,678,028

資産合計 2,915,957 3,009,438



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 388 2,157

1年内返済予定の長期借入金 84,090 102,690

1年内償還予定の社債 － 40,000

未払法人税等 48,863 52,723

賞与引当金 42,372 45,423

プログラム保証引当金 2,839 1,275

その他 189,828 200,827

流動負債合計 368,381 445,096

固定負債   

長期借入金 373,855 408,420

退職給付引当金 59,048 56,200

長期未払金 106,768 106,768

固定負債合計 539,672 571,389

負債合計 908,053 1,016,485

純資産の部   

株主資本   

資本金 357,840 357,840

資本剰余金 262,896 262,896

利益剰余金 1,395,401 1,358,584

自己株式 △7,334 △4,550

株主資本合計 2,008,803 1,974,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,521 18,791

為替換算調整勘定 △2,420 △607

評価・換算差額等合計 △899 18,183

純資産合計 2,007,903 1,992,952

負債純資産合計 2,915,957 3,009,438



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 950,885

売上原価 675,431

売上総利益 275,454

販売費及び一般管理費 166,238

営業利益 109,215

営業外収益  

受取利息 644

受取配当金 187

受取家賃 5,074

その他 1,692

営業外収益合計 7,597

営業外費用  

支払利息 4,672

営業外費用合計 4,672

経常利益 112,141

特別利益  

貸倒引当金戻入額 80

特別利益合計 80

特別損失  

減損損失 4,941

特別損失合計 4,941

税金等調整前四半期純利益 107,280

法人税、住民税及び事業税 44,708

法人税等調整額 △762

法人税等合計 43,945

四半期純利益 63,334



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１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 107,280

減価償却費 23,735

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,050

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 1,563

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,848

受取利息及び受取配当金 △831

支払利息 4,672

為替差損益（△は益） 8

減損損失 4,941

売上債権の増減額（△は増加） 9,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,593

仕入債務の増減額（△は減少） △1,768

その他 5,665

小計 141,306

利息及び配当金の受取額 831

利息の支払額 △4,171

法人税等の支払額 △45,517

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,450

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000

有形固定資産の取得による支出 △1,681

無形固定資産の取得による支出 △163

投資有価証券の取得による支出 △4,810

その他 △5,166

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,820

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 △53,165

社債の償還による支出 △40,000

自己株式の取得による支出 △2,783

配当金の支払額 △26,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,522

現金及び現金同等物の期首残高 858,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 816,161



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日）　

　ソフトウェア開発関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日）　

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

 

【海外売上高】

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年1月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日

　　至　平成20年１月31日）

　金額（千円）

Ⅰ　売上高 961,186

Ⅱ　売上原価 586,972

売上総利益 374,214

Ⅲ　販売費及び一般管理費 175,291

営業利益 198,922

Ⅳ　営業外収益 7,955

Ⅴ　営業外費用 11,817

経常利益 195,060

Ⅵ　特別利益 40

Ⅶ　特別損失 1,540

税金等調整前中間純利益 193,559

法人税、住民税及び事業税 83,261

法人税等調整額 1,736

中間純利益 108,561



６．その他の情報

 

四半期受注及び売上高の状況

　①　第２四半期の連結受注状況

　当第２四半期連結累計期間の受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門

平成20年７月期第２四半期

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日）

平成21年７月期第２四半期

（自　平成20年８月１日

至　平成21年１月31日）

 

　　前年同期比（％）

 

（参考）

平成20年７月期

（自　平成19年８月１日

至　平成20年７月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

ソフトウェア開発関連

 （千円）
961,042 614,998 990,202 549,044 103.0 89.3 1,808,336 428,285

その他（千円） 61,769 18,818 68,694 14,594 111.2 77.6 150,461 27,341

合計 1,022,812 633,816 1,058,897 563,638 103.5 88.9 1,958,798 455,626

（注）　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

②　第２四半期連結売上高の状況

　当第２四半期連結累計期間の売上状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門

平成20年７月期第２四半期

（自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日）

平成21年７月期第２四半期

（自　平成20年８月１日

至　平成21年１月31日）

 

　　前年同期比（％）

 

（参考）

平成20年７月期

（自　平成19年８月１日

至　平成20年７月31日）

ソフトウェア開発関連

 （千円）
885,697 869,444 98.2 1,919,704

その他（千円） 75,489 81,441 107.9 155,658

合計 961,186 950,885 98.9 2,075,362

（注）　上記の金額に消費税等は含まれておりません。　
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