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1.  平成21年7月期第3四半期の業績（平成20年8月1日～平成21年4月30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3四半期 2,701 ― △142 ― △138 ― △72 ―
20年7月期第3四半期 2,815 8.1 △36 ― △31 ― △17 ―

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 △7,607.26 ―
20年7月期第3四半期 △1,817.14 ―

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 1,556 866 55.7 91,332.92
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3四半期  866百万円 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
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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、４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、４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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 9,485株 20年7月期第3四半期 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３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」（企業会計基準摘要
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－



 当第３四半期累計期間（平成20年８月１日～平成21年４月30日）におけるわが国経済は、世界的な経済不況の影響

を大きく受け、企業収益、設備投資、雇用情勢、個人消費の急速な減少が続く厳しい経営環境となっております。 

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、しばらくは企業収益の悪化が続くとみら

れ、IT投資に対する抑制傾向は強まりをみせるものの、一方ではコストパフォーマンスに優れたIT投資により、経営

革新と競争力強化を実現するような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」の業種別バリ

エーションの充実、業種別専用サイトとの連携の強化とともに新たなWeb商材の開発を行いました。また、人材ソリ

ューション事業部では、国内の雇用情勢が急激に悪化したため、市場における募集費が大幅に削減され、当事業を取

り巻く環境は非常に厳しいものとなりました。 

  

この結果、当第３四半期累計期間の業績は売上高2,701,509千円（前年同期比4.1%減）と、営業損失142,998千円

（前年同期は営業損失36,582千円）、経常損失138,731千円（前年同期は経常損失31,251千円）、第３四半期純損失

72,154千円（前年同期は第３四半期純損失17,235千円）となりました。 
 

当第３四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、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・食品業に続き、製造業向けサイト「ものつくりGate」も開始しました。またWeb商材もバリエーションの充実を

図り、特に複数オンラインショップの在庫自動更新・注文一括管理・商品ページ作成一元化ソフト「CROSSMALL」の

サービスも開始しましたが、市場の低迷によるIT投資抑制の影響を受け、システム案件は減少傾向になっておりま

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2,067,905千円（前年同期比1.5%減）となりました。

 
 ② 人材ソリューション事業 

 人材ソリューション事業では、派遣情報ポータルサイト「派遣＠ばる」とアルバイト・パート情報ポータルサイト

「バイト＠ばる」の利便性の改善によるサイト力の強化や、教育支援サービスをはじめ派遣会社向け事業支援サービ

スの充実など、マーケットシェアの拡大に取り組んでまいりましたが、急激な国内の景気悪化を受け、雇用情勢が急

激に悪化し、求人広告市場が大幅に縮小した影響から、売上は減少しております。 

 以上の結果、人材ソリューション事業の売上高は633,604千円（前期同期比11.5%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３四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末と比較して167,992千円減少し、1,556,540千円となりました。

その主な要因は、商品67,731千円、仕掛品61,789千円等が増加したものの、現金及び預金213,432千円、売掛金 

179,774千円が減少したこと等であります。 

 また、負債合計は、75,579千円減少し、689,767千円となりました。 

主な要因は、買掛金5,283千円、賞与引当金46,880千円、退職給付引当金9,726千円等が増加したものの、未払法人税

等43,263千円が減少したこと等であります。 

 純資産に関しましては、当第３四半期累計期間末に利益剰余金が81,639千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３四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。 

②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。 

③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。 

④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。 

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。  

  

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
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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３四半期会計期間末 
(平成21年４月30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 266,720 480,152

売掛金 360,105 539,880

商品 80,173 12,442

仕掛品 155,529 93,739

その他 105,740 60,850

貸倒引当金 △3,380 △3,000

流動資産合計 964,890 1,184,065

固定資産   

有形固定資産 50,343 39,136

無形固定資産 183,312 207,201

投資その他の資産   

その他 365,988 298,669

貸倒引当金 △7,994 △4,537

投資その他の資産合計 357,994 294,131

固定資産合計 591,650 540,468

資産合計 1,556,540 1,724,533

負債の部   

流動負債   

買掛金 136,293 131,009

未払法人税等 2,387 45,650

賞与引当金 66,880 20,000

製品保証引当金 5,453 9,661

その他 241,021 323,813

流動負債合計 452,035 530,135

固定負債   

退職給付引当金 161,442 151,716

その他 76,289 83,494

固定負債合計 237,732 235,211

負債合計 689,767 765,346
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年４月30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 386,027 467,667

株主資本合計 881,110 962,749

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,336 △3,562

評価・換算差額等合計 △14,336 △3,562

純資産合計 866,773 959,187

負債純資産合計 1,556,540 1,724,533
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 2,701,509

売上原価 1,761,002

売上総利益 940,506

販売費及び一般管理費  

給料 544,164

賞与引当金繰入額 30,020

退職給付費用 8,327

貸倒引当金繰入額 4,766

その他 496,225

販売費及び一般管理費合計 1,083,505

営業損失（△） △142,998

営業外収益  

受取手数料 3,461

その他 2,111

営業外収益合計 5,572

営業外費用  

支払利息 935

為替差損 370

営業外費用合計 1,305

経常損失（△） △138,731

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 4,208

特別利益合計 23,770

特別損失  

固定資産除却損 615

特別損失合計 615

税引前四半期純損失（△） △115,575

法人税、住民税及び事業税 2,215

法人税等調整額 △45,636

法人税等合計 △43,420

四半期純損失（△） △72,154
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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。 

  

 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
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年７月期第３四半期） 

金額（千円） 
 百分比 
（％）  

Ⅰ 売上高  2,815,820  100.0

Ⅱ 売上原価  1,839,618    65.3

売上総利益  976,201    34.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,012,784    36.0

営業損失（△）  △36,582  △1.3

Ⅳ 営業外収益  5,495   0.2

Ⅴ 営業外費用  163   0.0

経常損失（△）  △31,251  △1.1

Ⅵ 特別利益  7,228   0.3

Ⅶ  特別損失  231   0.0

税引前四半期純損失（△）  △24,254  △0.9

法人税等  △7,018  △0.3

四半期純損失（△）  △17,235  △0.6
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