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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,852 ― △100 ― △104 ― △50 ―
20年7月期第2四半期 1,747 6.7 △52 ― △49 ― △24 ―

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 △5,272.25 ―
20年7月期第2四半期 △2,604.79 ―

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 1,582 877 55.4 92,493.75
20年7月期 1,724 959 55.6 101,126.73

（参考） 自己資本   21年7月期第2四半期  877百万円 20年7月期  959百万円

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年7月期 ― ― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年7月期の業績予想（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）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 4,453 12.6 △105 ― △100 ― △100 ― △10,542.96

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他（１）をご覧下さい。  

(2) 四半期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（２）をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  9,485株 20年7月期  9,485株
② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  ―株 20年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年7月期第2四半期  9,485株 20年7月期第2四半期  9,485株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、経済情勢等様々な不確定要素によりこれらの予想数値と異
なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は２ページの【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
2.当事業年度より「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摘要指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間（平成20年８月１日～平成21年１月31日）におけるわが国経済は、米国のサブプライムロ

ーン問題を背景とした世界的な金融危機から経済活動が収縮し、急激な円高等も伴い輸出産業を中心に企業収益、設

備投資、雇用情勢、個人消費が急速に減少する厳しい経営環境におかれております。 

このような厳しい経済環境のもと、当社が属する情報サービス業界は、企業収益の悪化の影響は顕著であり、IT

投資に対する抑制傾向は強まりをみせるものの、一方では効率的なIT投資による経営革新と競争力強化に対する提案

が必要不可欠となっております。 

このような状況のもと、当社は、基本戦略である「CROSS－OVER マネージメント」を掲げ、「システム」に

「Web」と「人材」サービスを絡め、ソリューションを単体ではなく相互にリンクさせ、中堅・中小企業顧客に付加

価値の高い業務支援を行うことで顧客の競争力強化に取り組んでまいりました。 

 システムソリューション事業部では、主力商品であるパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」を主力とし特

定業種に特化した業種別バリエーションの充実、業種別専用サイトとの連携を強化いたしました。また、人材ソリュ

ーション事業部では、新規事業のアルバイト・パート情報サービス「バイト＠ばる」が、最近の雇用情勢が悪化する

なかでのスタートとなり、当初の予定よりも立ち上げに遅れが見られるものの、この商材により「システム」、

「Web」、「人材」という３つのソリューションの歯車が機能的に噛み合うことで商談効率の向上に寄与し、当社の

独自戦略である「CROSS－OVER マネージメント」の深耕に繋がりました。 

 

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高1,852,088千円（前年同期比6.0%増）と、営業損失100,088千円

（前年同期は営業損失52,445千円）、経常損失104,435千円（前年同期は経常損失49,483千円）、第２四半期純損失

50,007千円（前年同期は中間純損失24,706千円）となりました。 

 
当第２四半期累計期間の事業別の状況は次のとおりであります。  

 ① システムソリューション事業 

 システムソリューション事業では、主に中堅・中小企業顧客を対象としたシステムのコンサルティングから設計・

開発・導入支援・サポート保守に加え、インフラ・ネットワーク構築、セキュリティサービスに至るまで顧客に最適

なソリューションをワンストップで提供しております。IT投資の先送りや縮小の影響を受けるなか、引き続き業種特

化を展開し各業種別専用サイト「Gate」をファッション業に続き、食品業にもサービスを開始いたしました。加えて

Web商材のバリエーションも広げ、各業界に向けて専門性を高めた活動を行うことで、営業効率と提案レベルの向上

が図られました。また、開発工程の見直しやスキル、ノウハウの共有化を進めることにより生産性の向上にも繋がっ

ております。 

 以上の結果、システムソリューション事業における売上高は1,404,108千円（前年同期比10.7%増）となりました。

 
 ② 人材ソリューション事業 

 Webを活用し求人・求職の利便性を追求する派遣情報ポータルサイト事業「派遣＠ばる」は、急激な国内の景気悪

化を受け派遣求人数も減少したため、売上は減少しております。新規事業のアルバイト・パート情報ポータルサイト

事業「バイト＠ばる」につきましては、景気の影響から立ち上げに遅れは見られるものの、人材ソリューション事業

の一商材というポジションではなく、全社的なソリューションの要と捉え販売体制の整備とサイト機能の強化に努め

ました。 

 以上の結果、人材ソリューション事業の売上高は447,980千円（前年同期比6.4%減）となりました。 

 （注）「経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期の金額は、参考として記載しております。 

   

 当第２四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末と比較して141,577千円減少し、1,582,956千円となりました。

その主な要因は、商品10,842千円、仕掛品51,977千円等が増加したものの、現金及び預金124,908千円、売掛金 

108,191千円が減少したこと等であります。 

 また、負債合計は、59,694千円減少し、705,652千円となりました。主な要因は、退職給付引当金5,506千円等が増

加したものの、買掛金5,205千円、未払法人税等41,147千円等が減少したことによります。 

 純資産に関しましては、当第２四半期累計期間末に利益剰余金が59,492千円減少いたしております。 

  

  

 当期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績が概ね計画通り推移していることなどから、

予想の見直しは行っておりません。  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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。  

②棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、 

 簿価切下げを行う方法によっております。 

③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、当事業年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によっ

 ております。 

④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、前事業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場合に、前事業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。 

⑤退職給付引当金の計算 

  期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上しております。数理計算上の差異は年間費用処

 理額を期間按分した額を計上しております。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

  当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表

 を作成しております。 

     ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

      「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

     第１四半期会計期間から適用し、評価基準を原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

     ます。 

      この変更による損益に与える影響はありません。 

    ③リース取引に関する会計基準の適用 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

     によっておりましたが「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

     審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

     準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

     が平成20年４月１日以後開始する会計年度に係る四半期財務諸表から適用することができることとなったこと

     に伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

     ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

     期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

      なお、平成20年７月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

     賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。        

       この変更による損益に与える影響は軽微であります。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 355,243 480,152

売掛金 431,688 539,880

商品 23,284 12,442

仕掛品 145,717 93,739

その他 105,617 60,850

貸倒引当金 △3,230 △3,000

流動資産合計 1,058,322 1,184,065

固定資産   

有形固定資産 53,682 39,136

無形固定資産 200,117 207,201

投資その他の資産   

その他 277,965 298,669

貸倒引当金 △7,131 △4,537

投資その他の資産合計 270,833 294,131

固定資産合計 524,633 540,468

資産合計 1,582,956 1,724,533

負債の部   

流動負債   

買掛金 125,804 131,009

未払法人税等 4,503 45,650

賞与引当金 16,720 20,000

製品保証引当金 6,346 9,661

その他 311,976 323,813

流動負債合計 465,350 530,135

固定負債   

退職給付引当金 157,222 151,716

その他 83,079 83,494

固定負債合計 240,302 235,211

負債合計 705,652 765,346
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 265,041 265,041

資本剰余金 230,041 230,041

利益剰余金 408,174 467,667

株主資本合計 903,257 962,749

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,954 △3,562

評価・換算差額等合計 △25,954 △3,562

純資産合計 877,303 959,187

負債純資産合計 1,582,956 1,724,533
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,852,088

売上原価 1,228,365

売上総利益 623,723

販売費及び一般管理費  

給料 357,581

賞与引当金繰入額 5,395

退職給付費用 5,387

貸倒引当金繰入額 3,330

その他 352,116

販売費及び一般管理費合計 723,812

営業損失（△） △100,088

営業外収益  

受取手数料 2,283

その他 1,388

営業外収益合計 3,672

営業外費用  

支払利息 598

為替差損 7,420

営業外費用合計 8,018

経常損失（△） △104,435

特別利益  

投資有価証券売却益 19,562

製品保証引当金戻入額 3,315

特別利益合計 22,877

特別損失  

固定資産除却損 573

特別損失合計 573

税引前四半期純損失（△） △82,130

法人税、住民税及び事業税 871

法人税等調整額 △32,994

法人税等合計 △32,123

四半期純損失（△） △50,007
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  1,747,113  100.0

Ⅱ 売上原価  1,134,139  64.9

売上総利益  612,974  35.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  665,420  38.1

営業損失（△）  △52,445  △3.0

Ⅳ 営業外収益  3,026  0.2

Ⅴ 営業外費用  63  0.0

経常損失（△）  △49,483  △2.8

Ⅵ 特別利益  9,550  0.5

Ⅶ 特別損失  231  0.0

税引前中間純損失（△）  △40,164  △2.3

法人税等  △15,457  △0.9

中間純損失（△）  △24,706  △1.4
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