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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 7,641 7.6 391 △24.5 457 △17.5 291 △11.7
24年3月期第1四半期 7,098 9.8 519 119.1 555 100.1 330 239.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 130百万円 （△73.6％） 24年3月期第1四半期 492百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 29.29 29.25
24年3月期第1四半期 33.17 ―

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

25年3月期第1四半期 22,752 14,930 59.9 1,369.37
24年3月期 23,138 15,303 60.4 1,405.07
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,630百万円 24年3月期  13,985百万円

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

24年3月期 ― ― ― 50.00 50.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 50.00 50.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 15,200 9.4 900 3.2 970 2.1 581 4.2 58.35
通期 29,800 3.1 1,930 8.6 2,120 6.2 1,260 200.8 126.58



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(１)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 10,454,100 株 24年3月期 10,454,100 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 500,250 株 24年3月期 500,250 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,953,850 株 24年3月期1Q 9,953,850 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わが国経済は、東日本大震災の復興需要や底堅い個人消費を背景に緩やかな

回復基調に転じておりますが、欧州の債務危機に端を発した世界経済の減速懸念や長期化する円高などマイナス要

因も数多くあり、先行きに対する不透明感は依然として続いております。 

 このような環境の中、当社グループはＰＬＭ分野におけるＮｏ１プレイヤーを目指し、ＣＡＴＩＡライセンス販

売において絶対的な地位を築くため競合他社からの客先移管を促進するとともに、インフラ構築ビジネスの分野で

は、爆発的に増加するデータを管理する上で 適なストレージシステムとデータ解析に役立つソフトウェアを組み

合わせて顧客に提案するなど、当社システムの付加価値を明確にするよう努めました。また、スーパーコンピュー

ターに代表されるＨＰＣ分野においては、大学・官公庁をはじめとする研究機関向けシステムの受注活動にも注力

いたしました。  

 その結果として、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が7,641百万円（前年同四半期比7.6％増）、

営業利益は391百万円（同24.5％減）、経常利益は457百万円（同17.5％減）、四半期純利益は291百万円（同

11.7％減）となりました。 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 ＰＬＭ事業につきましては、製造業を中心とした得意先企業への積極的な販売努力及び大規模なＨＰＣシステム

の受注などにより、外部顧客への売上高が 百万円（前年同四半期比 ％増）、セグメント利益は 百万円

（同 ％減）となりました。 

 連結子会社である㈱ジーダットが中心となって行うＥＤＡ事業につきましては、主要顧客である国内の半導体及

び液晶関連企業の設備投資縮小の影響を受け、ＥＤＡ製品の販売、サービスともに伸ばすことができず、外部顧客

への売上高が 百万円（前年同四半期比 ％減）、セグメント損失は 百万円（前年同四半期のセグメント損失

は 百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計及び負債純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に

比べ 百万円減少し、 百万円となりました。 

（資産） 

 流動資産は、現金及び預金が 百万円増加、受取手形及び売掛金が 百万円減少、商品が 百万円増加、

仕掛品が 百万円減少、その他が 百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比 百万円減の 百

万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が 百万円減少、無形固定資産が 百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証

券が 百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比 百万円減の 百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、買掛金が 百万円減少、未払法人税等が 百万円減少、賞与引当金が 百万円減少、役員賞与

引当金が 百万円減少、その他が 百万円増加したことにより、前連結会計年度末比 百万円減の 百万円と

なりました。 

 固定負債は、退職給付引当金が 百万円増加、その他が 百万円減少し、前連結会計年度末比 百万円増の

百万円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末比 百万円減の 百万円となりました。  

（純資産） 

 純資産は、利益剰余金が 百万円減少、その他有価証券評価差額金が 百万円減少、少数株主持分が 百万円

減少したことなどにより、前連結会計年度末比 百万円減の 百万円となりました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,357 8.2 445

21.8

283 5.0 53

46

386 22,752

834 1,019 101

75 77 234 15,856

6 5

141 151 6,896

183 400 225

37 818 28 6,462

22 7 15 1,360

13 7,822

206 151 16

372 14,930

株式会社アルゴグラフィックス（7595）平成25年3月期第１四半期決算短信

－ 2 －



②キャッシュ・フローについて  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた

資金 百万円、投資活動により得られた資金 百万円、財務活動により使用した資金 百万円等を加味した結

果、前連結会計年度末に比べ 百万円増加（ ％増）し、 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べて 百万円増加（ ％増）し、 百万円となりま

した。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の減少額 百万円、前受金の増加額

百万円、その他の流動負債の増加額 百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額 百万円、役員賞

与引当金の減少額 百万円、その他の流動資産の増加額 百万円、仕入債務の減少額 百万円、法人税等の支払

額 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べて 百万円減少（ ％減）し、 百万円となりまし

た。 

 収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入 百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得によ

る支出 百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べて 百万円減少し（ ％減）、 百万円となりました。 

 支出の主な内訳は、配当金の支払額 百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期の連結業績予想につきましては、平成24年5月10日に公表いたしました予想数値から変更はござい

ません。 

    

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却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軽微であります。  
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,337,487 9,172,304

受取手形及び売掛金 6,163,159 5,144,105

商品 728,553 830,416

仕掛品 134,586 59,536

原材料及び貯蔵品 9,499 8,911

その他 719,242 642,133

貸倒引当金 △1,500 △1,300

流動資産合計 16,091,028 15,856,107

固定資産   

有形固定資産 329,355 323,010

無形固定資産 45,843 40,607

投資その他の資産   

投資有価証券 3,224,292 3,082,865

長期預金 2,700,000 2,700,000

その他 748,452 750,296

投資その他の資産合計 6,672,744 6,533,162

固定資産合計 7,047,942 6,896,780

資産合計 23,138,970 22,752,888

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,947,544 3,763,896

未払法人税等 582,898 182,004

賞与引当金 417,878 192,053

役員賞与引当金 50,000 12,500

その他 1,492,644 2,311,568

流動負債合計 6,490,966 6,462,023

固定負債   

退職給付引当金 1,057,543 1,080,464

その他 287,090 279,631

固定負債合計 1,344,634 1,360,096

負債合計 7,835,600 7,822,119
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,337,718 1,337,718

資本剰余金 1,445,118 1,445,118

利益剰余金 11,681,427 11,475,275

自己株式 △598,333 △598,333

株主資本合計 13,865,930 13,659,778

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 147,595 △3,469

為替換算調整勘定 △27,620 △25,781

その他の包括利益累計額合計 119,974 △29,251

新株予約権 242,501 242,224

少数株主持分 1,074,963 1,058,017

純資産合計 15,303,370 14,930,769

負債純資産合計 23,138,970 22,752,888
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（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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,098,289 7,641,107

売上原価 5,455,378 6,040,518

売上総利益 1,642,911 1,600,589

販売費及び一般管理費合計 1,123,561 1,208,607

営業利益 519,349 391,981

営業外収益   

受取利息 16,003 13,918

受取配当金 18,877 17,655

補助金収入 3,889 19,506

その他 584 15,721

営業外収益合計 39,356 66,802

営業外費用   

持分法による投資損失 2,059 －

減価償却費 663 562

会員権売却損 － 357

その他 672 －

営業外費用合計 3,394 920

経常利益 555,310 457,863

税金等調整前四半期純利益 555,310 457,863

法人税、住民税及び事業税 263,431 204,085

法人税等調整額 △32,698 △22,800

法人税等合計 230,732 181,285

少数株主損益調整前四半期純利益 324,578 276,578

少数株主損失（△） △5,574 △14,962

四半期純利益 330,152 291,540
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（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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 324,578 276,578

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 160,197 △151,065

為替換算調整勘定 5,255 7,078

持分法適用会社に対する持分相当額 2,432 △2,572

その他の包括利益合計 167,884 △146,559

四半期包括利益 492,463 130,019

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 495,867 142,314

少数株主に係る四半期包括利益 △3,403 △12,295
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６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 555,310 457,863

減価償却費 44,362 24,425

株式報酬費用 10,725 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,282 △225,825

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40,000 △37,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,772 22,920

受取利息及び受取配当金 △34,881 △31,574

持分法による投資損益（△は益） 2,059 △12,886

売上債権の増減額（△は増加） 356,184 1,019,054

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,479 △26,225

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,056 △41,245

仕入債務の増減額（△は減少） △421,462 △183,648

前受金の増減額（△は減少） 183,470 450,751

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,104 △16,216

その他の流動負債の増減額（△は減少） 349,099 339,183

その他 △4,050 39,841

小計 834,836 1,778,917

利息及び配当金の受取額 30,143 24,212

法人税等の支払額 △464,390 △598,988

営業活動によるキャッシュ・フロー 400,589 1,204,141

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300,000 －

差入保証金の差入による支出 △18,033 △1,615

有形固定資産の取得による支出 △13,751 △6,715

有価証券の償還による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △15,750 －

その他 △5,335 1,029

投資活動によるキャッシュ・フロー 247,129 92,698

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △464,253 △464,592

その他 △9,300 △4,650

財務活動によるキャッシュ・フロー △473,553 △469,242

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,255 7,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,421 834,816

現金及び現金同等物の期首残高 7,101,360 7,297,487

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

2,833 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,283,614 8,132,304
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該当事項はありません。   

   

   

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）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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