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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年7月期第3四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年4月30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3四半期 1,170 △19.3 91 △54.9 94 △54.3 58 △53.8

21年7月期第3四半期 1,450 ― 202 ― 207 ― 126 ―

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3四半期 66.51 ―

21年7月期第3四半期 143.51 ―

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3四半期 2,931 2,076 70.8 2,363.28
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3四半期  2,076百万円 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3四半期 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3四半期 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3四半期 878,623株 21年7月期第3四半期 882,030株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内外の経済政策の効果等により、企業収益は一部持ち直しの動きが見られるものの、消費や雇用環境は依然低迷し、設備投資も低調な推移を続けました。    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投資は下げどまりつつはあるものの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により、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は1,170百万円（前年同期比19.3％減）となり、営業利益は91百万円（前年同期比54.9％減）、経常利益は94百万円（前年同期比54.3％減）、純利益は58百万円（前年同期比53.8％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、受注案件が小型化し、更に一部前期からの不採算案件の対応により、売上高は 1,072百万円(前年同期比20.3％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き合いはあるものの、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56百万円（前年同期比27.1％減）となり、システム販売等と合わせて97百万円(前年同期比6.6％減)となりました。        当第３四半期連結会計期間末における資産合計は2,931百万円となり、前連結会計年度末に比べ110百万円の減少となりました。これは主に、仕掛品が27百万円増加したものの、回収により売掛金が126百万円減少したことによるものであります。   当第３四半期連結会計期間末における負債合計は854百万円となり、前連結会計年度末に比べ151百万円の減少となりました。これは主に、返済により借入金が74百万円、税金の納付により未払法人税等が59百万円それぞれ減少したことによるものであります。  当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は2,076百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円の増加となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加11百万円、及び四半期純利益58百万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３四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17百万円減少し、1,050百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益102百万円、売上債権の減少額116百万円、法人税等の支払額121百万円により、100百万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９百万円により、16百万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74百万円、配当金の支払額26百万円により、100百万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)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第３四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9,462千円増加し、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2,645千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３四半期連結会計期間末 (平成22年４月30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 1,050,539 1,068,106 受取手形及び売掛金 151,309 277,637 仕掛品 62,639 35,252 その他 89,581 74,996 貸倒引当金 △900 △1,580 流動資産合計 1,353,169 1,454,413 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 568,887 591,641 土地 823,816 823,816 その他（純額） 12,508 16,641 有形固定資産合計 1,405,213 1,432,099 無形固定資産 14,976 18,662 投資その他の資産 157,690 135,981 固定資産合計 1,577,880 1,586,743 資産合計 2,931,049 3,041,157 
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（単位：千円）当第３四半期連結会計期間末 (平成22年４月30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 349 256 1年内返済予定の長期借入金 82,195 89,785 未払法人税等 2,381 61,934 賞与引当金 105,570 77,100 プログラム保証引当金 941 1,299 受注損失引当金 32,468 11,207 その他 116,259 187,902 流動負債合計 340,165 429,485 固定負債   長期借入金 345,270 411,875 退職給付引当金 66,378 62,243 長期未払金 102,803 102,803 固定負債合計 514,451 576,921 負債合計 854,616 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 1,449,999 1,417,925 自己株式 △8,950 △8,950 株主資本合計 2,061,785 2,029,711 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 18,157 6,961 為替換算調整勘定 △3,509 △1,922 評価・換算差額等合計 14,647 5,038 純資産合計 2,076,433 2,034,750 負債純資産合計 2,931,049 3,041,157 
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（２）四半期連結損益計算書 （第３四半期連結累計期間） （単位：千円）前第３四半期連結累計期間 (自 平成20年８月１日  至 平成21年４月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年８月１日  至 平成22年４月30日) 売上高 1,450,091 1,170,072 売上原価 994,823 838,007 売上総利益 455,267 332,065 販売費及び一般管理費 252,666 240,742 営業利益 202,600 91,322 営業外収益   受取利息 984 292 受取配当金 1,426 1,377 受取家賃 7,559 6,916 その他 2,023 1,705 営業外収益合計 11,993 10,292 営業外費用   支払利息 6,853 6,250 その他 35 446 営業外費用合計 6,888 6,697 経常利益 207,706 94,917 特別利益   貸倒引当金戻入額 790 680 助成金収入 － 7,395 保険解約益 18,110 － 特別利益合計 18,900 8,075 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 221,666 102,993 法人税、住民税及び事業税 120,300 60,994 法人税等調整額 △25,209 △16,434 法人税等合計 95,090 44,560 四半期純利益 126,575 58,433 
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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）前第３四半期連結累計期間 (自 平成20年８月１日  至 平成21年４月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年８月１日  至 平成22年４月30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 221,666 102,993 減価償却費 35,627 31,477 貸倒引当金の増減額（△は減少） △790 △680 賞与引当金の増減額（△は減少） 50,977 28,470 プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 546 △358 受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,437 21,260 退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,408 4,135 長期未払金の増減額（△は減少） △3,965 － 受取利息及び受取配当金 △2,411 △1,670 支払利息 6,853 6,250 為替差損益（△は益） 7 2 保険解約損益（△は益） △18,110 － 減損損失 4,941 － 売上債権の増減額（△は増加） 132,677 116,271 たな卸資産の増減額（△は増加） △34,841 △27,975 仕入債務の増減額（△は減少） △1,822 93 その他 △20,692 △54,038 小計 381,509 226,232 利息及び配当金の受取額 2,411 1,670 利息の支払額 △7,044 △6,235 保険金の受取額 19,634 － 法人税等の支払額 △119,452 △121,430 営業活動によるキャッシュ・フロー 277,058 100,237 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 △1,665 △1,466 無形固定資産の取得による支出 △3,928 △990 投資有価証券の取得による支出 △6,834 △3,926 その他 △5,340 △9,857 投資活動によるキャッシュ・フロー △17,769 △16,240 財務活動によるキャッシュ・フロー   長期借入れによる収入 100,000 － 長期借入金の返済による支出 △83,155 △74,195 社債の償還による支出 △40,000 － 自己株式の取得による支出 △4,399 － 配当金の支払額 △26,294 △26,239 財務活動によるキャッシュ・フロー △53,848 △100,434 現金及び現金同等物に係る換算差額 △595 △1,129 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,844 △17,567 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 1,063,529 1,050,539 
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 該当事項はありません。   前第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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％超であるため、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３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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３四半期の連結受注状況  当第３四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３四半期連結売上高の状況  当第３四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３四半期 （自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 平成22年７月期第３四半期 （自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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） 1,408,615 491,040 932,590 320,470 66.2 65.3 1,886,389 460,580 その他（千円） 88,060 11,169 103,370 7,913 117.4 70.9 106,993 1,915 合計 1,496,675 502,209 1,035,961 328,384 69.2 65.4 1,993,383 462,495 
事業部門 平成21年７月期第３四半期 （自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 平成22年７月期第３四半期 （自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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） 1,345,859 1,072,700 79.7 1,854,094 その他（千円） 104,232 97,372 93.4 132,419 合計 1,450,091 1,170,072 80.7  1,986,514  
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