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（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７月期第１四半期 1,317 47.6 34 － 36 － 25 －

24年７月期第１四半期 892 － △51 － △50 － △27 －

（注）包括利益 25年７月期第１四半期 27百万円 （ ％）－ 24年７月期第１四半期 △30百万円 （ ％）－

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７月期第１四半期 9.11 －

24年７月期第１四半期 △9.60 －

（注）平成25年７月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在しているも

のの、希薄化効果を有しないため記載しておりません。

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年７月期第１四半期 2,343 1,171 49.3

24年７月期 2,351 1,160 48.9

（参考）自己資本 25年７月期第１四半期 1,155百万円 24年７月期 1,150百万円

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７月期 － 0.00 － 8.00 8.00

25年７月期 －

25年７月期（予想） 0.00 － 8.00 8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年７月期の連結業績予想（平成24年８月１日～平成25年７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）

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） 2,522 － 46 － 49 － 35 － 12.55

通期 5,400 16.9 280 16.6 286 15.8 157 24.9 55.47

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照

ください。



※  注記事項

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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

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） 25年７月期１Ｑ 2,845,500株 24年７月期 2,845,500株

②  期末自己株式数 25年７月期１Ｑ 125株 24年７月期 125株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年７月期１Ｑ 2,845,375株 24年７月期１Ｑ 2,845,422株

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は終了していません。

本資料に記載されている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、その達成

を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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、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。
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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（平成24年８月１日～平成24年10月31日）におけるわが国経済は、復興需要等を背景

に景気回復の継続が期待されました。しかし、欧州や中国等、対外経済環境をめぐる不確実性は高く、世界景気の

一層の下振れや金融資本市場の変動等を原因とした景気の下押しリスクも残っており、依然として不透明な状況が

続いております。

当社グル－プが属する情報サービス業界は、ソフトウェア投資において、緩やかな増加傾向にはあるものの、本

格的な回復には至っておりません。そのため、企業の投資目的は、従来の業務改善だけでなく業績向上にも寄与す

る販売力強化を実現できるようなシステム提案が一層求められております。

このような状況のもと、当社グループは、ITの有効活用が必要な中堅・中小企業顧客の経営課題を解決するため

の商材を「リアル」と「Web」の両面から開発・提案し、顧客の企業力強化を図ることを「CROSS-OVER シナジー」

戦略とし取り組んでまいりました。この戦略により、ストック型となるビジネス商材の販売実績が大きく伸長しま

した。また、前期から好調な受注実績及び売上実績は、当期も継続して順調に積み上がり収益面も含め計画通りに

推移しました。

「リアル」面においては、主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の商品力の強化を、業種別に

継続して進めました。また、サーバの障害発生時における迅速な復旧支援を目的とし、データ保護・業務継続ソ

リューション「アラジンキーパー」の提供も開始し、障害発生時の顧客データ保護・迅速なシステム復旧が可能

となりました。

「Web」面においては、複数ネットショップ一元管理「CROSS MALL」と新たなショッピングモールとの連携強化

に継続して取り組みました。機能面でも、既存の「CROSS MALL」顧客からの要望を迅速に新機能として反映させ

ることで、商品力が向上し実績面でも大幅に伸長しました。

また、当社グループが提唱してきた「CROSS-OVER シナジー」戦略の集大成として、新たにファッション業向け

トータルソリューションパッケージ「アイル1（ワン） for Fashion」の提供を開始しました。これは、ネットシ

ョップ構築「アラジンEC for Business」・ポイント一元管理「CROSS POINT」・複数ネットショップ在庫一元管

理「CROSS MALL」・基幹業務管理「アラジンオフィス」・店舗管理「アラジンショップ」のそれぞれのシステム

が一つのパッケージを構成しており、業界初のソリューションサービスとなっております。これにより、「リア

ル」と「Web」の両システムを融合させた提案が可能となり、今まで以上に顧客の業務効率と販売力強化を実現し

ております。「アイル１（ワン）」につきましては、今後、他業種にも順次展開を図っていき、当社グループ独

自の提案スタイルを拡大していきたいと考えております。

加えて、当社グループの顧客企業に提供しております福利厚生サービス「アイルクラブ」では、福利厚生サー

ビスの範囲にとどまらず、新たに社内情報共有ツール「コンタクトボード」の無料提供を開始しました。これ

は、クラウド上で社内の情報共有を行うサービスであり、掲示板の利用・ファイルの共有・設備予約が可能で、

使用者の利便性も考慮しスマートフォンにも対応しており、顧客満足度の向上にもつながるものと考えます。

これら当社グループ独自のビジネス戦略により、顧客満足の向上、業績拡大及びストック型ビジネス基盤の強

化が図られました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高1,317,746千円（前年同期比47.6%増）、営業利益34,065

千円（前年同期は営業損失51,994千円）、経常利益36,237千円（前年同期は経常損失50,917千円）、四半期純利

益25,911千円（前年同期は四半期純損失27,321千円）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、前連結会計年度末と比較して 千円減少し、 千

円となりました。その減少の主な内容は、受取手形及び売掛金 千円、仕掛品 千円等が増加したもの

の、現金及び預金 千円、商品 千円等が減少したことによります。 

また、負債合計は、 千円減少し、 千円となりました。その減少の主な内容は、買掛金 千

円、賞与引当金 千円等が増加したものの、未払法人税等 千円、長期借入金 千円等が減少したこ

とによります。

純資産合計は、当第１四半期連結会計期間末に利益剰余金が 千円増加し、 千円となっておりま

す。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間の業績予想について、未定としておりましたが、本日「業績予想に関するお知らせ」を

開示しております。なお、平成25年７月期（通期）につきましては、９月６日に公表いたしました連結業績予想か

ら修正を行っておりません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,788 2,343,069

25,602 33,311

84,826 8,692

19,521 1,171,780 12,701

61,500 84,591 10,000

3,148 1,171,288

㈱アイル（3854）平成25年７月期第１四半期決算短信（連結）

－ 2 －



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

重要な子会社の異動はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 659,177 574,350

受取手形及び売掛金 666,721 692,323

商品 54,520 45,827

仕掛品 174,179 207,490

その他 135,234 145,688

貸倒引当金 △3,569 △3,317

流動資産合計 1,686,262 1,662,363

固定資産

有形固定資産 78,833 88,987

無形固定資産

のれん 113,300 106,219

その他 148,937 157,282

無形固定資産合計 262,238 263,501

投資その他の資産

その他 328,032 332,556

貸倒引当金 △3,509 △4,339

投資その他の資産合計 324,523 328,216

固定資産合計 665,595 680,705

資産合計 2,351,857 2,343,069

負債の部

流動負債

買掛金 225,508 238,209

1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000

未払法人税等 120,577 35,985

賞与引当金 20,400 81,900

製品保証引当金 7,815 9,154

その他 428,328 415,647

流動負債合計 842,628 820,896

固定負債

長期借入金 120,000 110,000

退職給付引当金 214,830 228,011

その他 13,842 12,872

固定負債合計 348,673 350,884

負債合計 1,191,302 1,171,780
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年10月31日)

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 670,780 673,929

自己株式 △45 △45

株主資本合計 1,165,818 1,168,966

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △15,297 △13,733

その他の包括利益累計額合計 △15,297 △13,733

新株予約権 10,034 16,055

純資産合計 1,160,555 1,171,288

負債純資産合計 2,351,857 2,343,069
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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８月１日
至 平成23年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日)

売上高 892,842 1,317,746

売上原価 549,796 829,423

売上総利益 343,046 488,322

販売費及び一般管理費 395,040 454,257

営業利益又は営業損失（△） △51,994 34,065

営業外収益

受取手数料 1,800 2,468

その他 141 410

営業外収益合計 1,941 2,879

営業外費用

支払利息 864 706

営業外費用合計 864 706

経常利益又は経常損失（△） △50,917 36,237

特別損失

固定資産除却損 － 11

特別損失合計 － 11

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△50,917 36,225

法人税、住民税及び事業税 320 33,050

法人税等調整額 △23,915 △22,735

法人税等合計 △23,595 10,314

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△27,321 25,911

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,321 25,911
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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８月１日
至 平成23年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△27,321 25,911

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,547 1,563

その他の包括利益合計 △3,547 1,563

四半期包括利益 △30,869 27,475

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △30,869 27,475

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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
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