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1.  平成21年7月期第3四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21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 ％

21年7月期第3四半期 1,450 ― 202 ― 207 ― 126 ―

20年7月期第3四半期 1,488 1.7 302 0.4 300 △0.6 168 △5.6

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3四半期 143.51 ―

20年7月期第3四半期 190.27 ―

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3四半期 3,063 2,067 67.5 2,353.64
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3四半期  2,067百万円 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、４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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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。 

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3四半期 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3四半期 9,377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3四半期 882,030株 20年7月期第3四半期 887,965株







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21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20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,073,529 868,684

受取手形及び売掛金 206,689 364,826

仕掛品 91,431 56,590

その他 63,689 43,308

貸倒引当金 △1,210 △2,000

流動資産合計 1,434,130 1,331,409

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 599,759 628,240

土地 823,816 823,816

その他（純額） 18,019 23,223

有形固定資産合計 1,441,595 1,475,281

無形固定資産 19,946 20,379

投資その他の資産 167,990 182,367

固定資産合計 1,629,532 1,678,028

資産合計 3,063,662 3,009,438



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 334 2,157

1年内返済予定の長期借入金 100,490 102,690

1年内償還予定の社債 － 40,000

未払法人税等 52,094 52,723

賞与引当金 96,400 45,423

プログラム保証引当金 1,821 1,275

受注損失引当金 7,437 －

その他 147,244 200,827

流動負債合計 405,824 445,096

固定負債   

長期借入金 427,465 408,420

退職給付引当金 59,608 56,200

長期未払金 102,803 106,768

固定負債合計 589,877 571,389

負債合計 995,701 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 1,458,642 1,358,584

自己株式 △8,950 △4,550

株主資本合計 2,070,428 1,974,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △751 18,791

為替換算調整勘定 △1,715 △607

評価・換算差額等合計 △2,466 18,183

純資産合計 2,067,961 1,992,952

負債純資産合計 3,063,662 3,009,438



（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）

当第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) 

売上高 1,450,091

売上原価 994,823

売上総利益 455,267

販売費及び一般管理費 252,666

営業利益 202,600

営業外収益  

受取利息 984

受取配当金 1,426

受取家賃 7,559

その他 2,023

営業外収益合計 11,993

営業外費用  

支払利息 6,853

雑損失 35

営業外費用合計 6,888

経常利益 207,706

特別利益  

貸倒引当金戻入額 790

保険解約益 18,110

特別利益合計 18,900

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

法人税、住民税及び事業税 120,300

法人税等調整額 △25,209

法人税等合計 95,090

四半期純利益 126,575



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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

減価償却費 35,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） △790

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,977

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 546

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,437

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,408

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

支払利息 6,853

為替差損益（△は益） 7

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

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,841

仕入債務の増減額（△は減少） △1,822

その他 △20,692

小計 381,509

利息及び配当金の受取額 2,411

利息の支払額 △7,044

保険金の受取額 19,634

法人税等の支払額 △119,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,058

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

無形固定資産の取得による支出 △3,928

投資有価証券の取得による支出 △6,834

その他 △5,340

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,769

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,848

現金及び現金同等物に係る換算差額 △595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,844

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 1,063,529
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