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1.  平成22年7月期第2四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22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 ％

22年7月期第2四半期 752 △20.9 35 △67.7 36 △67.2 25 △60.1

21年7月期第2四半期 950 ― 109 ― 112 ― 63 ―

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

22年7月期第2四半期 28.78 ―

21年7月期第2四半期 71.69 ―

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

22年7月期第2四半期 2,942 2,032 69.1 2,312.81
21年7月期 3,041 2,034 66.9 2,315.84

（参考） 自己資本  22年7月期第2四半期  2,032百万円 21年7月期  2,034百万円

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

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

21年7月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年7月期 ― 0.00

22年7月期 
（予想）

― 30.00 30.00

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22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 1,750 △11.9 146 △28.3 150 △28.3 85 0.1 97.86



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 

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、実際の業績は様々な要因によって予
想数値と異なる結果となる場合があります。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、３ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的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） 22年7月期第2四半期 888,000株 21年7月期 888,000株

② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期 9,377株 21年7月期 9,377株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第2四半期 878,623株 21年7月期第2四半期 883,518株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の新興国の経済発展を背景にした輸出や生産が増加するなど景気に持ち直しの動きが見られたものの、伸び悩む国内需要や円高への懸念から先行きの不透明な状況が続きました。    情報サービス産業においても、このような経済環境を反映し、企業のＩＴ投資の抑制や経費節減傾向は依然として強く、先行き不透明な状況で推移しました。  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、一部前期からの不採算案件の対応もあり、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752百万円（前年同期比20.9％減）となり、営業利益は35百万円（前年同期比67.7％減）、経常利益は36百万円（前年同期比67.2％減）、純利益は25百万円（前年同期比60.1％減）となりました。   （売上高）   ①ソフトウェア開発関連      企業のＩＴ投資の抑制から、受注案件が小型化、長期化し、更に一部前期からの不採算案件の対応もあり、     売上高は683百万円(前年同期比21.3％減)となりました。  ②その他      ＣＭＭＩの導入コンサルティングの引合はあるものの、企業の経費節減傾向から、ＣＭＭＩの公式セミナーの  参加人数も減少するなど、コンサルティング売上が40百万円（前年同期比33.9％減）となり、システム販売等と  合わせて68百万円(前年同期比16.0％減)となりました。      当第２四半期連結会計期間末における資産合計は2,942百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産が25百万円増加したものの、回収により売掛金が38百万円、現金及び預金が78百万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負債合計は910百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円の減少とな りました。これは主に、返済により借入金が43百万円、税金の納付により未払法人税等が31百万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合計は2,032百万円となり、前連結会計年度末に比べ２百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利益25百万円を計上したものの、剰余金の配当により26百万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現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、989百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少額34百万円、受注損失引当金の増加額16百万円、法人税等の支払額54百万円により、３百万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、主にその他固定資産に関する支出８百万円により、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43百万円、配当金の支払額26百万円により、69百万円の支出となりました。        当該四半期における業績は概ね計画どおりに推移していることから、現時点における業績予想は、前回（平成21年９月４日）公表どおり変更はありません。       該当事項はありません。      該当事項はありません。   

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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）（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
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  ・会計処理基準に関する事項の変更 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 これにより、売上高は45,263千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ18,435千円増加しております。     
（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
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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22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21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 989,796 1,068,106

受取手形及び売掛金 239,388 277,637

仕掛品 60,355 35,252

その他 80,388 74,996

貸倒引当金 △1,400 △1,580

流動資産合計 1,368,528 1,454,413

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 576,472 591,641

土地 823,816 823,816

その他（純額） 13,948 16,641

有形固定資産合計 1,414,238 1,432,099

無形固定資産 15,466 18,662

投資その他の資産 144,104 135,981

固定資産合計 1,573,809 1,586,743

資産合計 2,942,338 3,041,157



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,079 256

1年内返済予定の長期借入金 100,165 89,785

未払法人税等 30,863 61,934

賞与引当金 74,380 77,100

プログラム保証引当金 2,571 1,299

受注損失引当金 27,653 11,207

その他 146,369 187,902

流動負債合計 384,082 429,485

固定負債   

長期借入金 358,480 411,875

退職給付引当金 64,883 62,243

長期未払金 102,803 102,803

固定負債合計 526,166 576,921

負債合計 910,249 1,006,407

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 1,416,850 1,417,925

自己株式 △8,950 △8,950

株主資本合計 2,028,635 2,029,711

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,963 6,961

為替換算調整勘定 △3,509 △1,922

評価・換算差額等合計 3,453 5,038

純資産合計 2,032,089 2,034,750

負債純資産合計 2,942,338 3,041,157



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 950,885 752,290

売上原価 675,431 559,398

売上総利益 275,454 192,892

販売費及び一般管理費 166,238 157,575

営業利益 109,215 35,316

営業外収益   

受取利息 644 155

受取配当金 187 －

受取家賃 5,074 4,722

その他 1,692 1,394

営業外収益合計 7,597 6,273

営業外費用   

支払利息 4,672 4,306

その他 － 446

営業外費用合計 4,672 4,753

経常利益 112,141 36,836

特別利益   

貸倒引当金戻入額 80 180

助成金収入 － 7,395

特別利益合計 80 7,575

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 44,412

法人税、住民税及び事業税 44,708 26,594

法人税等調整額 △762 △7,465

法人税等合計 43,945 19,128

四半期純利益 63,334 25,283



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22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 44,412

減価償却費 23,735 20,973

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80 △180

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,050 △2,720

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 1,563 1,272

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 16,446

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,848 2,640

受取利息及び受取配当金 △831 △155

支払利息 4,672 4,306

為替差損益（△は益） 8 12

減損損失 4,941 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,915 34,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,593 △25,586

仕入債務の増減額（△は減少） △1,768 1,823

その他 5,665 △36,089

小計 141,306 61,243

利息及び配当金の受取額 831 155

利息の支払額 △4,171 △3,621

法人税等の支払額 △45,517 △54,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,450 3,111

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 △836

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 △1,794

その他 △5,166 △8,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,820 △11,098

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 △43,015

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 △26,169

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,182 △69,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △970 △1,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,522 △78,309

現金及び現金同等物の期首残高 858,684 1,068,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 816,161 989,796



 該当事項はありません。    前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22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。    前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22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。    前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22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。    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【事業の種類別セグメント情報】
【所在地別セグメント情報】
【海外売上高】

（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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  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。 
（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。 
（注） 上記の金額に消費税等は含まれておりません。          

６．その他の情報
事業部門 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） 平成22年７月期第２半期 （自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日） 前年同四半期比(％) （参考） 平成21年７月期 （自 平成20年８月１日 至 平成21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） 990,202 549,044 540,316 317,011 54.6 57.7 1,886,389 460,580 その他（千円） 68,694 14,594 90,463 23,973 131.7 164.3 106,993 1,915 合計 1,058,897 563,638 630,779 340,985 59.6 60.5 1,993,383 462,495 
事業部門 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） 平成22年７月期第２四半期 （自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日） 前年同四半期比(％) （参考） 平成21年７月期 （自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） ソフトウェア開発関連  （千円） 869,444 683,885 78.7 1,854,094 その他（千円） 81,441 68,404 84.0 132,419 合計 950,885 752,290 79.1 1,986,514  
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