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1.  平成24年7月期第1四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成23年10月31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 ％

24年7月期第1四半期 449 36.6 64 ― 64 ― 35 478.7
23年7月期第1四半期 329 △9.4 1 33.1 2 28.1 6 75.3

（注）包括利益 24年7月期第1四半期 38百万円 （―％） 23年7月期第1四半期 2百万円 （―％）

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

24年7月期第1四半期 40.58 ―

23年7月期第1四半期 7.01 ―

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

24年7月期第1四半期 3,211 2,134 66.5 2,429.76
23年7月期 3,260 2,122 65.1 2,416.14

（参考） 自己資本  24年7月期第1四半期  2,134百万円 23年7月期  2,122百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年7月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年7月期 ―

24年7月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 809 11.8 56 27.6 57 28.1 33 1.0 37.72
通期 1,657 4.6 125 3.9 127 3.5 73 1.2 84.17



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年7月期1Q 888,000 株 23年7月期 888,000 株

② 期末自己株式数 24年7月期1Q 9,377 株 23年7月期 9,377 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期1Q 878,623 株 23年7月期1Q 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１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中、復興需要への期待や各種政策効果などを背景に、企業の生産・雇用状況は緩やかな持ち直しの動きがみられました。しかしながら、先行きについては、ユーロ圏における財政・債務問題等や世界的な金融市場の混乱による円高の影響、さらに新興国の景気減速懸念等を背景に、不透明感がより強まる状況にあります。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投資は慎重姿勢はとりつつも、新たな分野でのシステム需要も発生し、堅調に推移しました。  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。その結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は449百万円（前年同期比120百万円増）、営業利益は64百万円（前年同期比63百万円増）、経常利益は64百万円（前年同期比62百万円増）、純利益は35百万円（前年同期比29百万円増）となりました。   （２）連結財政状態に関する定性的情報  当第１四半期連結会計期間末における資産合計は3,211百万円となり、前連結会計年度末に比べ49百万円の減少となりました。これは主に、売掛金が76百万円、仕掛品が12百万円、繰延税金資産が19百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が155百万円減少したことによるものであります。  当第１四半期連結会計期間末における負債合計は1,076百万円となり、前連結会計年度末に比べ61百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当金が36百万円増加したものの、未払金が45百万円、借入金が43百万円それぞれ減少したことによるものであります。  当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は2,134百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万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35百万円を計上したことによるものであります。   （３）連結業績予想に関する定性的情報  平成24年７月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月26日に公表した数値からの変更はありません。今後、業績予想の見直しの必要性が生じた場合は、速やかに業績予想の修正に関するお知らせを発表いたします。     

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 （１）四半期連結貸借対照表 （単位：千円）前連結会計年度 (平成23年７月31日) 当第１四半期連結会計期間 (平成23年10月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 1,226,792 1,071,376 売掛金 280,297 356,313 仕掛品 18,923 31,850 その他 78,586 91,213 貸倒引当金 △2,698 △3,088 流動資産合計 1,601,900 1,547,665 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 534,274 527,678 土地 823,877 823,877 その他（純額） 10,493 9,453 有形固定資産合計 1,368,646 1,361,010 無形固定資産   のれん 88,918 83,978 その他 11,633 10,212 無形固定資産合計 100,552 94,190 投資その他の資産   投資その他の資産 192,879 211,691 貸倒引当金 △2,980 △2,980 投資その他の資産合計 189,899 208,710 固定資産合計 1,659,097 1,663,911 資産合計 3,260,998 3,211,577 



（単位：千円）前連結会計年度 (平成23年７月31日) 当第１四半期連結会計期間 (平成23年10月31日) 負債の部   流動負債   買掛金 7,476 14,029 1年内返済予定の長期借入金 141,554 131,256 未払法人税等 60,851 53,008 賞与引当金 69,090 105,195 プログラム保証引当金 1,071 895 受注損失引当金 5,042 － その他 245,407 195,609 流動負債合計 530,493 499,993 固定負債   長期借入金 428,381 395,567 退職給付引当金 76,827 78,753 長期未払金 102,420 102,420 固定負債合計 607,629 576,741 負債合計 1,138,122 1,076,735 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 1,503,345 1,512,638 自己株式 △8,950 △8,950 株主資本合計 2,115,130 2,124,424 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 7,745 10,418 その他の包括利益累計額合計 7,745 10,418 純資産合計 2,122,875 2,134,842 負債純資産合計 3,260,998 3,211,577 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 （四半期連結損益計算書） （第１四半期連結累計期間） （単位：千円）前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年８月１日  至 平成22年10月31日) 当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年８月１日  至 平成23年10月31日) 売上高 329,082 449,491 売上原価 227,986 254,083 売上総利益 101,096 195,407 販売費及び一般管理費 99,616 130,702 営業利益 1,479 64,705 営業外収益   受取利息 127 78 受取家賃 1,933 1,804 為替差益 684 － その他 462 421 営業外収益合計 3,206 2,304 営業外費用   支払利息 1,765 2,087 その他 － 0 営業外費用合計 1,765 2,088 経常利益 2,921 64,922 特別利益   助成金収入 8,044 874 特別利益合計 8,044 874 税金等調整前四半期純利益 10,965 65,796 法人税、住民税及び事業税 19,500 51,105 法人税等調整額 △14,695 △20,960 法人税等合計 4,804 30,144 少数株主損益調整前四半期純利益 6,160 35,651 少数株主利益 － － 四半期純利益 6,160 35,651 



（四半期連結包括利益計算書） （第１四半期連結累計期間） （単位：千円）前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年８月１日  至 平成22年10月31日) 当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年８月１日  至 平成23年10月31日) 少数株主損益調整前四半期純利益 6,160 35,651 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 △3,533 2,673 為替換算調整勘定 △524 － その他の包括利益合計 △4,057 2,673 四半期包括利益 2,102 38,325 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 2,102 38,325 少数株主に係る四半期包括利益 － － 



  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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