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1.  平成22年7月期第3四半期の業績（平成21年8月1日～平成22年4月30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3四半期 2,247 △16.8 △53 ― △50 ― △35 ―

21年7月期第3四半期 2,701 ― △142 ― △138 ― △72 ―

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3四半期 △12.52 ―

21年7月期第3四半期 △7,607.26 ―

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3四半期 1,599 936 58.5 329.01
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3四半期  936百万円 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  有  

（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。 

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）

3.40 3.40

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  有  
 

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 3,200 △17.2 30 26.4 35 17.2 21 △48.1 7.38
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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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 2,845,500株 21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 

（注１）通期の業績予想は、平成22年６月７日に修正しております。詳細は平成22年６月７日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
（注２）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年７月期第３四半期   △12.52 329.01

 21年７月期第３四半期 △25.36

    21年７月期 342.95
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当第３四半期累計期間（平成21年８月１日～平成22年４月30日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経

済対策を始めとする政策の効果を背景に着実に持ち直しているものの、自律的回復力は弱く失業率も高水準を維持し

依然として厳しい状況にあります。 

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、国内企業の一部に収益回復が見られるものの、IT

設備投資抑制は継続されており本格的な回復には至っておりません。しかし、一方で既存システムだけでなくWeb商

材も活用することで、経営革新と競争力強化を目的としたIT投資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に努めてまいりました。 

システムソリューション事業部では、依然として厳しい市場環境が続くなか、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」の業種別新バリエーションを順次リリースし、バリエーション別専用サイトと連携させる

ことで商談効率が向上し、既存システムにWeb商材を合わせたソリューション提案も行うことで独自の営業展開の強

化に努めてまいりました。また、継続して取り組んできたパートナー企業との連携も、提携企業数の増加により商談

件数も着実に増加傾向となっております。  

一方、人材ソリューション事業部では、国内の雇用情勢は下げ止まりも感じられるものの、本格的な回復に向けた

動きには至らず、当事業を取り巻く環境は継続して厳しいものとなっております。 

        

この結果、当第３四半期累計期間の業績は売上高2,247,105千円（前年同期比16.8%減）、営業損失 千円（前

年同期は営業損失142,998千円）、経常損失 千円（前年同期は経常損失138,731千円）、第３四半期純損失

千円（前年同期は第３四半期純損失72,154千円）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

リースし内容の充実と業種別のニーズに広く対応できるよう努めてまいりました。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が広まり、当社独自の営業展開を推進し商談件数の増加につながっております。加えて、

複数オンラインショップの在庫一元管理サービス「CROSSMALL」も対応するサイトバリエーションを増加し、サービ

ス導入工数における簡易化等の機能向上も図られたことで顧客層の拡大を図ってまいりました。 

 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1,969,244千円（前年同期比4.8%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、サイトだけでなく教育も含めた複合提案に取り組みました。しかし、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277,860千円（前年同期比56.1%減）となりました。  

  

 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 千円減少し、 千円となりました。 

 その主な要因は、商品 千円、仕掛品 千円が増加したものの、現金及び預金 千円、受取手形及び

売掛金 千円が減少したこと等であります。 

 また、負債合計は、 千円減少し、 千円となりました。主な要因は、賞与引当金 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 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３四半期会計期間末に利益剰余金が 千円減少しております。  

  

 通期の業績予想は、平成22年６月７日に修正しております。詳細は平成22年６月７日公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

53,481

50,263

35,622

２．財政状態に関する定性的情報

158,457 1,599,866

22,706 49,156 82,131

121,287

118,814 663,655 32,480

34,413

45,107

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３四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３四半期会計期間末 
(平成22年４月30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 521,974 604,105

受取手形及び売掛金 414,005 535,292

商品 56,846 34,140

仕掛品 78,549 29,393

その他 76,270 61,690

貸倒引当金 △4,760 △5,170

流動資産合計 1,142,886 1,259,452

固定資産   

有形固定資産 40,622 49,363

無形固定資産 146,974 174,593

投資その他の資産   

その他 277,238 283,528

貸倒引当金 △7,856 △8,614

投資その他の資産合計 269,382 274,914

固定資産合計 456,979 498,870

資産合計 1,599,866 1,758,323

負債の部   

流動負債   

買掛金 121,966 117,018

未払法人税等 7,084 41,498

賞与引当金 50,400 17,920

製品保証引当金 5,409 4,777

その他 255,960 364,370

流動負債合計 440,820 545,584

固定負債   

退職給付引当金 171,288 164,352

その他 51,545 72,532

固定負債合計 222,834 236,885

負債合計 663,655 782,469

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 453,566 498,673

株主資本合計 948,648 993,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,438 △17,902

評価・換算差額等合計 △12,438 △17,902

純資産合計 936,210 975,853

負債純資産合計 1,599,866 1,758,323
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 2,701,509 2,247,105

売上原価 1,761,002 1,318,695

売上総利益 940,506 928,409

販売費及び一般管理費   

給料 544,164 504,787

賞与引当金繰入額 30,020 26,952

退職給付費用 8,327 9,398

貸倒引当金繰入額 4,766 2,279

その他 496,225 438,472

販売費及び一般管理費合計 1,083,505 981,890

営業損失（△） △142,998 △53,481

営業外収益   

受取手数料 3,461 3,168

その他 2,111 1,406

営業外収益合計 5,572 4,574

営業外費用   

支払利息 935 1,357

為替差損 370 －

営業外費用合計 1,305 1,357

経常損失（△） △138,731 △50,263

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 615 806

特別損失合計 615 806

税引前四半期純損失（△） △115,575 △51,070

法人税、住民税及び事業税 2,215 1,056

過年度法人税等 － 4,103

法人税等調整額 △45,636 △20,608

法人税等合計 △43,420 △15,448

四半期純損失（△） △72,154 △35,622
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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３四半期決算短信（非連結）




