
平成22年7月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成22年3月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アイル 上場取引所 大 

コード番号 3854 URL http://www.ill.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岩本 哲夫

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営管理本部長 （氏名） 戸田 泰裕 TEL 06-4798-1170
四半期報告書提出予定日 平成22年3月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年7月期第2四半期の業績（平成21年8月1日～平成22年1月31日） 

（注）株式分割の影響につきましては、３ページをご覧下さい。 

(2) 財政状態 

（注）株式分割の影響につきましては、３ページをご覧下さい。 
 

(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 ％

22年7月期第2四半期 1,336 △27.8 △150 ― △148 ― △88 ―

21年7月期第2四半期 1,852 ― △100 ― △104 ― △50 ―

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2四半期 △31.18 ―

21年7月期第2四半期 △5,272.25 ―

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2四半期 1,570 881 56.1 309.74
21年7月期 1,758 975 55.5 102,883.87

（参考） 自己資本   22年7月期第2四半期  881百万円 21年7月期  975百万円

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  

（注２）平成21年８月１日付にて普通株式１株につき300株の割合で株式分割をしております。そのため、平成21年７月期に係る１株当たり配当金は、当該
株式分割が行われる前の数値で表示しております。 
（注３）当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 1,000.00 1,000.00

22年7月期 ― 0.00

22年7月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年7月期の業績予想（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）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 3,700 △4.2 47 98.1 53 77.5 31 △23.4 10.89
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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５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５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） 

（注）平成21年８月１日付にて普通株式１株につき300株の割合で株式分割をしております。そのため、平成21年７月期に係る期末発行済株式数（自
己株式含む）、期中平均株式数（四半期累計期間）は当該分割が行われる前の数値で表示しております。 

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） 22年7月期第2四半期 2,845,500株 21年7月期  9,485株

② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期  ―株 21年7月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年7月期第2四半期 2,845,500株 21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 

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４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。
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 平成21年８月１日付にて普通株式１株につき300株の割合で株式分割をしております。  

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、それぞれ下記のとおりであります。 

  

  

（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値

   １株当たり四半期純利益（円）  １株当たり純資産（円） 

 22期７月期第２四半期   △31.18 309.74

 21期７月期第２四半期 △17.57

    21期７月期 342.95
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当第２四半期累計期間（平成21年８月１日～平成22年１月31日）におけるわが国経済は、好調なアジア向け輸出

の増加と生産の持ち直しも感じられるものの、国内需要は自律的な回復軌道には遠いものと考えられております。

先行きについても雇用情勢の悪化や海外景気の減速懸念、デフレ進行等のリスクを含んでおり、依然として厳しい

状況が続くものと思われます。 

このような経済環境のもと、当社が属する情報サービス業界は、先行き景気の不透明感が続くなか、IT設備投資

抑制は下げ止まりつつあるものの本格的な回復には至らず企業収益も厳しい状況となっております。しかし、一方

で効率的なIT投資による経営革新と競争力強化に対する企業の要望は高まっております。 

このような状況のもと、当社は、基本戦略である「CROSS－OVER シナジー」の深耕に継続して取り組み、顧客の

経営課題に対するソリューションを単体ではなく複合的にリンクさせたサービスの開発・提案により、業務改革と

経営革新を支援し顧客の企業力強化を図ってまいりました。 

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」の新バリエ

ーションとして「医療機器卸業パッケージ」と「プロジェクト原価管理パッケージ」をリリースいたしました。ま

た、継続して取り組んできたパートナー企業との連携による商談も増加傾向となり、業種別専用サイトを活用した

システム提案とも合わせ、当社の営業展開の柱となっております。                     

一方、人材ソリューション事業部では、国内の雇用情勢の悪化は下げ止まりを感じるものの回復までには至ら

ず、当事業を取り巻く環境は継続して厳しいものとなりました。 

        

この結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高1,336,485千円（前年同期比27.8%減）と、営業損失150,211千円

（前年同期は営業損失100,088千円）、経常損失148,255千円（前年同期は経常損失104,435千円）、第２四半期純損

失88,719千円（前年同期は第２四半期純損失50,007千円）となりました。 

 

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、主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の新バリエーションを

リリースいたしました。「医療機器卸業パッケージ」は堅調に実績を重ね、「プロジェクト原価管理パッケージ」

も業務の効率化ニーズに今後対応していくものと考えます。また、Web商材ではWebサイト構築案件も順調であり、

その中でも特に「ＥＣサイト」に対するニーズが高く、「ＥＣサイト」を入り口とした基幹システムとの連携に向

けた要望も広まっております。しかしながら、当第２四半期累計期間も中小企業を中心としたIT投資に対する抑制

傾向は変わらず、商談件数は増加傾向にあるものの、システム案件については減少しております。 

 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1,136,125千円（前年同期比19.1%減）となりまし

た。 

② 人材ソリューション事業 

 Webを活用した求人・求職情報ポータルサイト事業では、新たに求職者向けの教育サービスとして「Bizクリ」

（ビジネスクリック会）を開始しましたが、まだ業績への貢献には時間がかかり、低迷する景気の影響から雇用情

勢の改善は進まぬまま企業の採用抑制が継続する厳しい状況が続いており、売上は大幅に減少しております。 

 以上の結果、人材ソリューション事業の売上高は200,360千円（前年同期比55.3%減）となりました。 

  

  

 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187,434千円減少し、 千円となりました。

その主な要因は、商品30,625千円、仕掛品56,986千円が増加したものの、現金及び預金160,544千円、売掛金 

143,849千円が減少したこと等であります。 

 また、負債合計は、92,954千円減少し、 千円となりました。主な要因は、買掛金13,106千円等が増加 

したものの、短期借入金100,000千円、未払法人税等37,567千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２四半期会計期間末に利益剰余金が98,204千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

1,570,888

689,515

３．業績予想に関する定性的情報

4

㈱アイル（3854）平成22年７月期第２四半期決算短信（非連結）



  

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額を見積もり、 

 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費の額を期間按分して算定する方法によ

 っております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

 よっております。 

  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ので、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。 

  

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 受託開発に係る売上高については、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１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手した受注開

発契約から、当第２四半期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場合については工事進

行基準（開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の場合については工事完成基準を適用しております。

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

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２四半期会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 443,561 604,105

売掛金 391,443 535,292

商品 64,766 34,140

仕掛品 86,379 29,393

その他 116,885 61,690

貸倒引当金 △3,550 △5,170

流動資産合計 1,099,485 1,259,452

固定資産   

有形固定資産 44,078 49,363

無形固定資産 159,340 174,593

投資その他の資産   

その他 276,437 283,528

貸倒引当金 △8,454 △8,614

投資その他の資産合計 267,983 274,914

固定資産合計 471,403 498,870

資産合計 1,570,888 1,758,323

負債の部   

流動負債   

買掛金 130,125 117,018

未払法人税等 3,930 41,498

賞与引当金 18,000 17,920

製品保証引当金 5,252 4,777

その他 306,815 364,370

流動負債合計 464,123 545,584

固定負債   

退職給付引当金 166,843 164,352

その他 58,548 72,532

固定負債合計 225,392 236,885

負債合計 689,515 782,469

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 400,469 498,673

株主資本合計 895,551 993,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,178 △17,902

評価・換算差額等合計 △14,178 △17,902

純資産合計 881,373 975,853

負債純資産合計 1,570,888 1,758,323
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 1,852,088 1,336,485

売上原価 1,228,365 824,532

売上総利益 623,723 511,952

販売費及び一般管理費   

給料 357,581 340,531

賞与引当金繰入額 5,395 9,634

退職給付費用 5,387 6,489

貸倒引当金繰入額 3,330 666

その他 352,116 304,842

販売費及び一般管理費合計 723,812 662,164

営業損失（△） △100,088 △150,211

営業外収益   

受取手数料 2,283 2,067

その他 1,388 906

営業外収益合計 3,672 2,973

営業外費用   

支払利息 598 1,017

為替差損 7,420 －

営業外費用合計 8,018 1,017

経常損失（△） △104,435 △148,255

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 573 806

特別損失合計 573 806

税引前四半期純損失（△） △82,130 △149,061

法人税、住民税及び事業税 871 772

法人税等調整額 △32,994 △61,115

法人税等合計 △32,123 △60,342

四半期純損失（△） △50,007 △88,719
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 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

8

㈱アイル（3854）平成22年７月期第２四半期決算短信（非連結）




