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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10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1四半期 422 ― 36 ― 38 ― 22 ―

20年7月期第1四半期 478 △5.3 131 10.7 132 19.2 72 20.2

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1四半期 24.90 ―

20年7月期第1四半期 81.52 ―

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1四半期 2,955 1,974 66.8 2,234.33
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1四半期  1,974百万円 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 ― ――― ――― ――― ―――

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 963 0.2 185 △6.8 187 △4.0 105 △3.1 118.97
通期 2,140 3.1 356 1.5 360 1.0 202 △0.6 228.80

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、２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．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。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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1四半期 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1四半期 4,077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1四半期 883,923株 20年7月期第1四半期 888,000株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した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り企業収益も減少傾向となり、景気は後退局面に入ってきました。

　情報サービス業も、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が、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等に

より、当第１四半期連結会計期間における経営成績は、売上高は422百万円（前年同期比11.8%減）となり、営業利益

は36百万円（前年同期比72.3%減）、経常利益は38百万円（前年同期比71.3%減）、純利益は22百万円（前年同期比

69.6%減）となりました。

（売上高）　

　①ソフトウェア開発関連 

　受注案件の大型化に伴い、受注時期のずれと売上までの期間の長期化により、売上高は370百万円(前年同期比

12.7％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たものの、

教育への投資が先行したこともあり、コンサルティング売上が38百万円（前年同期比8.4％減）となり、システ

ム販売等と合わせて51百万円(前年同期比4.5％減) となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,955百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円の減少とな

りました。これは主に、たな卸資産が58百万円、繰延税金資産が28百万円それぞれ増加したものの、売掛金が回収に

より137百万円減少したことによるものであります。　

当第１四半期連結会計期間末における負債残高は980百万円となり、前連結会計年度末に比べ35百万円の減少とな

りました。これは主に、賞与引当金が41百万円増加したものの、借入金の返済及び社債の償還により借入金が32百万

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１四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17百万円減少し、1,974百万円とな

りました。これは主に、四半期純利益22百万円を計上したものの、剰余金の配当26百万円、時価の下落によるその他

有価証券評価差額金12百万円の減少によるものであります。

   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、前連結会計年度末に比

べ24百万円増加し、883百万円となりました。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、主に税金等調整前当期純利益38百万円、賞与引当金の増加額41百万円、売

上債権の減少額129百万円、たな卸資産の増加額58百万円、法人税等の支払額45百万円等により、104百万円の収入と

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３百万円等により、６百万円の支出と

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32百万円、社債の償還による支出40百万

円等により、72百万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

　　　 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20年

８月29日）公表どおり変更はありません。　　　　　

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    
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　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.通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第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、主として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.当第１四半期連結会計期間により、「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、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損

益への影響はありません。
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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１四半期連結会計期間末 (平成20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20年７月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 893,026 868,684 受取手形及び売掛金 227,020 364,826 仕掛品 114,798 56,590 その他 63,716 43,308 貸倒引当金 △1,150 △2,000 流動資産合計 1,297,411 1,331,409 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 619,865 628,240 土地 823,816 823,816 その他（純額） 21,276 23,223 有形固定資産合計 1,464,959 1,475,281 無形固定資産 19,160 20,379 投資その他の資産 174,115 182,367 固定資産合計 1,658,234 1,678,028 資産合計 2,955,646 3,009,438 

2008/11/28 10:27:07
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（単位：千円）当第１四半期連結会計期間末 (平成20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20年７月31日) 負債の部   流動負債   支払手形及び買掛金 402 2,157 1年内返済予定の長期借入金 84,107 102,690 1年内償還予定の社債 － 40,000 未払法人税等 38,849 52,723 賞与引当金 87,390 45,423 プログラム保証引当金 2,512 1,275 その他 208,721 200,827 流動負債合計 421,982 445,096 固定負債   長期借入金 394,270 408,420 退職給付引当金 57,648 56,200 長期未払金 106,768 106,768 固定負債合計 558,687 571,389 負債合計 980,670 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 1,354,073 1,358,584 自己株式 △4,550 △4,550 株主資本合計 1,970,258 1,974,769 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 6,168 18,791 為替換算調整勘定 △1,450 △607 評価・換算差額等合計 4,717 18,183 純資産合計 1,974,976 1,992,952 負債純資産合計 2,955,646 3,009,438 

2008/11/28 10:27:07
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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20年８月１日  至 平成20年10月31日) 売上高 422,061 売上原価 301,044 売上総利益 121,017 販売費及び一般管理費 84,522 営業利益 36,494 営業外収益  受取利息 568 受取家賃 2,561 その他 969 営業外収益合計 4,099 営業外費用  支払利息 2,558 営業外費用合計 2,558 経常利益 38,035 特別利益  貸倒引当金戻入額 850 特別利益合計 850 税金等調整前四半期純利益 38,885 法人税、住民税及び事業税 36,403 法人税等調整額 △19,524 法人税等合計 16,879 四半期純利益 22,006 

2008/11/28 10:27:37
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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20年８月１日  至 平成20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利益 38,885 減価償却費 11,882 貸倒引当金の増減額（△は減少） △850 賞与引当金の増減額（△は減少） 41,967 プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 1,236 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,448 受取利息及び受取配当金 △568 支払利息 2,558 為替差損益（△は益） 6 売上債権の増減額（△は増加） 129,217 たな卸資産の増減額（△は増加） △58,207 仕入債務の増減額（△は減少） △1,755 その他 △13,680 小計 152,141 利息及び配当金の受取額 523 利息の支払額 △2,762 法人税等の支払額 △45,651 営業活動によるキャッシュ・フロー 104,252 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 △1,297 投資有価証券の取得による支出 △3,903 その他 △1,504 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,705 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 △32,733 社債の償還による支出 △40,000 配当金の支払額 △18 財務活動によるキャッシュ・フロー △72,751 現金及び現金同等物に係る換算差額 △453 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,342 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 883,026 

2008/11/28 10:28:12
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 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１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10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１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10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１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年７月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 478,476

Ⅱ　売上原価 260,073

売上総利益 218,403

Ⅲ　販売費及び一般管理費 86,802

営業利益 131,600

Ⅳ　営業外収益 4,203

Ⅴ　営業外費用 3,206

　　経常利益 132,598

Ⅵ　特別利益 90

Ⅶ　特別損失 1,540

税金等調整前四半期純利益 131,147

税金費用 58,755

四半期純利益 72,392
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６．その他の情報

四半期受注及び売上高の状況

　①　第１四半期の連結受注状況

　当第１四半期連結会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１四半期

(自　平成19年８月１日

至　平成19年10月31日）

平成21年７月期第１四半期

（自　平成20年８月１日

至　平成20年10月31日）

 

 

増減率

 

（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）
437,812 552,875 454,902 512,567 3.9 △7.3 1,808,336 428,285

その他（千円） 41,203 19,854 40,195 16,095 △2.4 △18.9 150,461 27,341

合計 479,016 572,730 495,097 528,662 3.4 △7.7 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１四半期連結売上高の状況

　当第１四半期連結会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１四半期

（自　平成19年８月１日

至　平成19年10月31日）

平成21年７月期第１四半期

（自　平成20年８月１日

至　平成20年10月31日）

 

 

増減率

 

（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）
424,590 370,620 △12.7 1,919,704

その他（千円） 53,886 51,441 △4.5 155,658

合計 478,476 422,061 △11.8 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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