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1.  平成23年7月期第3四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23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 ％

23年7月期第3四半期 1,139 △2.6 86 △4.9 88 △6.6 56 △3.4

22年7月期第3四半期 1,170 △19.3 91 △54.9 94 △54.3 58 △53.8

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

23年7月期第3四半期 64.27 ―

22年7月期第3四半期 66.51 ―

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

23年7月期第3四半期 3,044 2,105 69.2 2,396.79
22年7月期 2,897 2,075 71.6 2,362.25

（参考） 自己資本  23年7月期第3四半期  2,105百万円 22年7月期  2,075百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年7月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
23年7月期 ― 0.00 ―

23年7月期 
（予想）

30.00 30.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,585 3.3 130 40.2 135 39.7 76 18.3 87.58



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  
新規  １社   （社名  フィットネス・コミュニケーションズ株式会社）   除外  －社   （社名  －）   
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在における経済動向や市場環境をはじめとした情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予
想数値と異なる結果となる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添
付資料)２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年7月期3Q 888,000株 22年7月期 888,000株

② 期末自己株式数 23年7月期3Q 9,377株 22年7月期 9,377株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期3Q 878,623株 22年7月期3Q 878,623株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策の効果やアジア向け輸出の復調、新興国の経済成長により、緩やかな回復基調にありましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、景気の先行きは不透明な状況となっております。情報サービス産業においても、このような状況を反映し、企業のＩＴ投資を先延ばしする動きがみられ、先行きへの慎重姿勢がより強くなりました。  このような状況の中、当社グループは積極的な受注活動の推進、更なる採算性の重視、品質の向上に努めてまいりました。しかしながら、企業のＩＴ投資の抑制傾向から受注が減少し、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は1,139百万円（前年同期比2.6％減）となりました。利益面では、第２四半期同様に業種パッケージソフトやSaaSビジネスの拡大に向けた研究開発案件への投資の影響等もあり、営業利益は86百万円（前年同期比4.9％減）、経常利益は88百万円（前年同期比6.6％減）、純利益は56百万円（前年同期比3.4％減）となりました。  （売上高）  ソフトウェア開発関連事業セグメントの売上高は、ＣＭＭＩ導入コンサルティング及び公式セミナーは順調であったものの、受注開発案件の減少により、1,122百万円（前年同期比1.5％減）となりました。  その他事業セグメントの売上高は、機器販売が伸びず16百万円（前年同期比45.4％減）となりました。     （２）連結財政状態に関する定性的情報  当第３四半期連結会計期間末における資産合計は3,044百万円となり、前連結会計年度末に比べ147百万円の増加となりました。これは主に、売掛金が44百万円、現金及び預金が28百万円それぞれ増加し、のれんが93百万円発生したことによるものであります。  当第３四半期連結会計期間末における負債合計は938百万円となり、前連結会計年度末に比べ116百万円の増加となりました。これは主に、返済により借入金が67百万円減少したものの、役員退職引当金が50百万円、長期借入金が50百万円、未払法人税等が45百万円、賞与引当金が28百万円それぞれ増加したことによるものであります。  当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は2,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ30百万円の増加となりました。これは主に、剰余金の配当26百万円があったものの、四半期純利益56百万円を計上したことによるものであります。  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28百万円増加し、1,046百万円となりました。  営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益101百万円、減価償却費30百万円、賞与引当金の増加額28百万円により、171百万円の収入となりました。  投資活動によるキャッシュ・フローは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出95百万円により、97百万円の支出となりました。  財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入による収入50百万円があったものの、長期借入金の返済による支出67百万円、配当金の支払額26百万円により、44百万円の支出となりました。     （３）連結業績予想に関する定性的情報  平成23年７月期の通期の業績予想は前回（平成22年９月３日)公表どおり、その範囲内で推移しており、現時点では変更はございません。なお、平成23年２月８日に「フィットネス・コミュニケーションズ株式会社の株式取得に係る株式譲渡契約締結に関するお知らせ」を公表しておりますが、当該株式取得による平成23年７月期業績へ与える影響につきましては、東日本大震災により先行きが不透明な状況のため、明確になり次第速やかにお知らせいたします。      （１）重要な子会社の異動の概要   当社は、平成23年２月８日付けでフィットネス・コミュニケーションズ株式会社の全株式を取得したことにより、当第３四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含めております。    （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  該当事項はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要    ・会計処理基準に関する事項の変更     資産除去債務に関する会計基準の適用 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日） を適用しております。  これによる損益への影響はありません。   企業結合に関する会計基準等の適用  第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。      ・表示方法の変更     （四半期連結損益計算書関係） 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  



３．四半期連結財務諸表 （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23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22年７月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 1,046,388 1,017,506 売掛金 224,143 180,021 仕掛品 29,267 33,662 その他 89,270 94,546 貸倒引当金 △1,280 △1,020 流動資産合計 1,387,790 1,324,717 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 541,163 561,302 土地 823,877 823,816 その他（純額） 10,949 11,296 有形固定資産合計 1,375,991 1,396,416 無形固定資産   のれん 93,858 － その他 14,812 13,497 無形固定資産合計 108,670 13,497 投資その他の資産   投資その他の資産 175,035 162,666 貸倒引当金 △2,980 － 投資その他の資産合計 172,055 162,666 固定資産合計 1,656,717 1,572,579 資産合計 3,044,507 2,897,296 



（単位：千円）当第３四半期連結会計期間末 (平成23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22年７月31日) 負債の部   流動負債   買掛金 6,452 174 1年内返済予定の長期借入金 93,140 86,420 未払法人税等 45,943 581 賞与引当金 102,535 74,380 プログラム保証引当金 643 787 受注損失引当金 － 4,998 役員退職引当金 50,400 － その他 160,987 156,110 流動負債合計 460,102 323,453 固定負債   長期借入金 300,750 325,455 退職給付引当金 76,526 70,056 長期未払金 101,253 102,803 固定負債合計 478,530 498,315 負債合計 938,632 821,768 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 1,486,710 1,456,598 自己株式 △8,950 △8,950 株主資本合計 2,098,496 2,068,383 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 7,378 11,245 為替換算調整勘定 － △4,101 評価・換算差額等合計 7,378 7,144 純資産合計 2,105,874 2,075,527 負債純資産合計 3,044,507 2,897,296 



（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）前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年８月１日  至 平成22年４月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成22年８月１日  至 平成23年４月30日) 売上高 1,170,072 1,139,431 売上原価 838,007 751,193 売上総利益 332,065 388,238 販売費及び一般管理費 240,742 301,317 営業利益 91,322 86,921 営業外収益   受取利息 292 210 受取配当金 1,377 1,542 受取家賃 6,916 5,670 その他 1,705 3,553 営業外収益合計 10,292 10,976 営業外費用   支払利息 6,250 4,958 為替差損 － 3,931 その他 446 257 営業外費用合計 6,697 9,147 経常利益 94,917 88,750 特別利益   固定資産売却益 － 33 貸倒引当金戻入額 680 － 助成金収入 7,395 12,973 特別利益合計 8,075 13,006 特別損失   固定資産除却損 － 5 特別損失合計 － 5 税金等調整前四半期純利益 102,993 101,751 法人税、住民税及び事業税 60,994 59,974 法人税等調整額 △16,434 △14,693 法人税等合計 44,560 45,280 少数株主損益調整前四半期純利益 － 56,470 少数株主利益 － － 四半期純利益 58,433 56,470 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年８月１日  至 平成22年４月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成22年８月１日  至 平成23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 102,993 101,751 減価償却費 31,477 30,151 のれん償却額 － 4,939 貸倒引当金の増減額（△は減少） △680 2,990 賞与引当金の増減額（△は減少） 28,470 28,155 プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △358 △144 受注損失引当金の増減額（△は減少） 21,260 △4,998 退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,135 6,470 長期未払金の増減額（△は減少） － △1,550 受取利息及び受取配当金 △1,670 △1,752 支払利息 6,250 4,958 為替差損益（△は益） 2 4,572 売上債権の増減額（△は増加） 116,271 △22,387 たな卸資産の増減額（△は増加） △27,975 3,825 仕入債務の増減額（△は減少） 93 1,163 その他 △54,038 16,928 小計 226,232 175,074 利息及び配当金の受取額 1,670 1,752 利息の支払額 △6,235 △5,061 法人税等の支払額 △121,430 △31,093 法人税等の還付額 － 30,681 営業活動によるキャッシュ・フロー 100,237 171,354 投資活動によるキャッシュ・フロー   有形固定資産の取得による支出 △1,466 △7,024 有形固定資産の売却による収入 － 1,620 無形固定資産の取得による支出 △990 △648 投資有価証券の取得による支出 △3,926 △4,114 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △95,309 貸付金の回収による収入 － 15,000 その他 △9,857 △7,107 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,240 △97,583 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 － 50,000 長期借入金の返済による支出 △74,195 △67,985 配当金の支払額 △26,239 △26,433 財務活動によるキャッシュ・フロー △100,434 △44,418 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,129 △470 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,567 28,881 現金及び現金同等物の期首残高 1,068,106 1,017,506 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,050,539 1,046,388 



 該当事項はありません。      【事業の種類別セグメント情報】 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日）  ソフトウェア開発関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金 額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま す。   【所在地別セグメント情報】  前第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日）  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント 情報の記載を省略しております。   【海外売上高】 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日）  海外売上高がないため該当事項はありません。   【セグメント情報】 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年８月１日 至 平成23年４月30日） 当社グループは、報告セグメントがソフトウェア開発関連事業のみであるため、記載を省略しております。   （追加情報）  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。    該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  四半期受注及び売上高の状況 ① 第３四半期の連結受注状況 前第３四半期連結累計期間の受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 
  当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 （注） 前期末までは事業部門ごとの受注状況を記載しておりましたが、第１四半期連結累計期間よりセグメントごとの受注状況を記載しております。また、上記の金額に消費税等は含まれておりません。 ② 第３四半期連結売上高の状況  前第３四半期連結累計期間の売上状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 
   当第３四半期連結累計期間の売上状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 （注） 前期末までは事業部門ごとの売上状況を記載しておりましたが、第１四半期連結累計期間よりセグメントごとの売上状況を記載しております。また、上記の金額に消費税等は含まれておりません。     

４．補足情報
事業部門 前第３四半期連結累計期間 （自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日） 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％） ソフトウェア開発関連  932,590  66.2  320,470  65.3その他  103,370  117.4  7,913  70.9合計  1,035,961  69.2  328,384  65.4

セグメントの名称 当第３四半期連結累計期間 （自 平成22年８月１日 至 平成23年４月30日） 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％） ソフトウェア開発関連  1,195,386  －  406,502  －その他  14,824  －  2,100  －合計  1,210,210  －  408,602  －
事業部門 前第３四半期連結累計期間 （自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日） 前年同四半期比（％） ソフトウェア開発関連（千円）  1,072,700  79.7その他（千円）  97,372  93.4合計（千円）  1,170,072  80.7セグメントの名称 当第３四半期連結累計期間 （自 平成22年８月１日 至 平成23年４月30日） 前年同四半期比（％） ソフトウェア開発関連（千円）  1,122,690  －その他（千円）  16,741  －合計（千円）  1,139,431  －
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