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（百万円未満切捨て）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年７月期第１四半期 2,928 － 334 － 339 － 212 －

2021年７月期第１四半期 3,433 △13.9 562 △33.6 574 △32.6 362 △34.5

（注）包括利益 2022年７月期第１四半期 212百万円（－％） 2021年７月期第１四半期 363百万円（△34.1％）

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

2022年７月期第１四半期 8.51 －

2021年７月期第１四半期 14.48 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年７月期第１四半期 8,238 4,742 57.6

2021年７月期 8,449 4,589 54.3

（参考）自己資本 2022年７月期第１四半期 4,742百万円 2021年７月期 4,589百万円

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

2021年７月期 － 7.00 － 10.00 17.00

2022年７月期 －

2022年７月期（予想） 8.00 － 9.00 17.00

（注）１　直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

１．2022年７月期第１四半期の連結業績（2021年８月１日～2021年10月31日）

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、

2022年７月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。このため、対前年同四半期

増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

２　2021年７月期　期末配当金の内訳　普通配当８円00銭、記念配当２円00銭



（％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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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） 6,130 － 759 － 768 － 495 － 19.78

通期 13,300 － 2,000 － 2,026 － 1,297 － 51.81

（注）１　直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（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        ： 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                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年７月期１Ｑ 25,042,528株 2021年７月期 25,042,528株

②  期末自己株式数 2022年７月期１Ｑ 7,430株 2021年７月期 6,994株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年７月期１Ｑ 25,035,298株 2021年７月期１Ｑ 25,037,434株

３．2022年７月期の連結業績予想（2021年８月１日～2022年７月31日）

２　2022年７月期の業績予想は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等について、現時点で想定される影響を見込んで算定しておりま
す。なお、業績予想の修正が必要となる場合は速やかに公表致します。

３　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、上
記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっております。このため、対前期及び対前年同四半期増減率は記載してお
りません。

※ 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

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変

更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（2021年８月１日～2021年10月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、個人の消費は持ち直しの動きもみられますが、依然として厳しい状況にあります。新型コロナ

ウイルスの感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種等を促進する中で、各種の政策の効果や海外経済の改善もあっ

て、景気の持ち直しの動きが続くことが期待されています。国内においても、９月末に緊急事態宣言が解除された

こともあり、雇用、所得環境等の改善に期待が高まっております。当社グループが属する情報サービス業界におい

ては、新型コロナウイルス感染症の再拡大等により、ソフトウェアに対する投資において、影響が出る可能性があ

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。

「CROSS-OVER シナジー」戦略は、当社グループが提唱してきた独自の提案スタイルで、「リアル」と「Web」そ

れぞれの商材を複合的に提案することで、顧客の業務効率と販売力強化を実現するものであり、当社グループにと

って商談時の競合力を強化するだけでなく、顧客満足度も向上させるものであります。この戦略効果により、当社

グループが重視するストック型ビジネス商材の販売実績が大きく伸長し、利益体質の強化が図られております。

販売実績につきましては、「リアル」面では、主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の商品力の

強化を、業種別に継続して進め、販売面でもパートナー企業との連携に加え、コロナ禍においては、Web会議を利

用した打合せ等を積極的に行うことによって、豊富な業種別の導入事例をもとに顧客毎に最適なシステム活用方法

をご提案させていただくことで、受注実績も堅調に推移いたしました。ただし、収益面につきましては、前年同四

半期が新型コロナウィルスの影響に伴う検収時期の変更によって売上高が増加しており、当第１四半期連結累計期

間はその反動により、前年同四半期と比較して、売上高、利益共に減少いたしました。

「Web」面では、複数ネットショップ一元管理ソフトである「CROSS MALL」について、新たなショッピングモー

ルとの連携開発を当期も継続して取り組んでまいりました。今後も引き続き、複数モールとの連携機能強化を行う

とともに、既存の顧客から機能面における要望を収集し、迅速に新機能として反映させることで、商品力を向上さ

せ販売実績を伸ばしてまいります。また、ネットショップと実店舗のポイント・顧客一元管理ソフトである

「CROSS POINT」につきましても、販売実績を伸ばしております。

当四半期連結累計期間においても、継続して製品の開発に注力しており、将来における新たな技術開発による市

場競争力向上に向け、研究開発費15,196千円を計上しております。島根県松江市の研究開発拠点である「アイル松

江ラボ」においては、プログラミング言語「Ruby」によるシステム強化の活動を本格的に始動しており、今後も研

究開発人員を増加し、研究開発活動の強化を図ってまいります。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は売上高2,928,041千円、営業利益334,268千円、経常利益

339,883千円、親会社株主に帰属する四半期純利益212,974千円となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間

の期首から適用しており、2022年７月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値

となっております。このため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。詳細については、「２．四半期連結

財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（２）財政状態に関する説明

　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べて211,908千円減少し、8,238,043千

円となりました。これは主に、現金及び預金274,461千円、仕掛品529,813千円等が減少した一方、受取手形、売掛

金及び契約資産606,838千円等が増加したことによります。

　また、負債合計は、前連結会計年度末と比べて364,323千円減少し、3,495,889千円となりました。これは主に、

賞与引当金249,948千円等が増加した一方、未払法人税等203,221千円、流動負債の「その他」に含まれる未払消費

税等157,227千円等が減少したことによります。

　純資産合計は、前連結会計年度末と比べて152,415千円増加し、4,742,153千円となりました。これは主に、剰余

金の配当250,355千円による減少があった一方、親会社株主に帰属する四半期純利益212,974千円等による増加があ

ったことによります。なお、収益認識会計基準等の適用により、利益剰余金の当期首残高が190,784千円増加して

おります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第１四半期連結累計期間の経営成績は、概ね当社グループの予想範囲内にて推移しており、2022年７月期の第

２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして、変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,453,946 3,179,485

受取手形及び売掛金 1,828,197 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 2,435,036

商品 102,421 131,188

仕掛品 545,725 15,912

その他 159,954 143,778

貸倒引当金 △2,454 △1,943

流動資産合計 6,087,790 5,903,456

固定資産

有形固定資産 439,428 426,823

無形固定資産

ソフトウエア 818,376 712,312

ソフトウエア仮勘定 115,575 178,463

その他 1,739 1,739

無形固定資産合計 935,691 892,514

投資その他の資産

繰延税金資産 397,821 416,678

その他 590,238 599,706

貸倒引当金 △1,020 △1,137

投資その他の資産合計 987,040 1,015,247

固定資産合計 2,362,160 2,334,586

資産合計 8,449,951 8,238,043

負債の部

流動負債

買掛金 381,655 368,952

１年内返済予定の長期借入金 15,000 －

未払法人税等 460,488 257,266

賞与引当金 81,200 331,148

製品保証引当金 24,914 21,174

その他 1,283,538 868,441

流動負債合計 2,246,795 1,846,983

固定負債

退職給付に係る負債 1,066,892 1,086,385

役員退職慰労引当金 373,550 389,182

資産除去債務 172,974 173,338

固定負債合計 1,613,417 1,648,906

負債合計 3,860,213 3,495,889

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 354,673 354,673

資本剰余金 319,673 319,673

利益剰余金 3,911,062 4,064,465

自己株式 △9,872 △9,927

株主資本合計 4,575,537 4,728,886

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 14,200 13,267

その他の包括利益累計額合計 14,200 13,267

純資産合計 4,589,737 4,742,153

負債純資産合計 8,449,951 8,238,043
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2020年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日

　至　2021年10月31日)

売上高 3,433,399 2,928,041

売上原価 1,827,538 1,429,422

売上総利益 1,605,860 1,498,618

販売費及び一般管理費 1,043,448 1,164,350

営業利益 562,412 334,268

営業外収益

受取手数料 2,379 2,636

違約金収入 440 －

補助金収入 8,999 3,393

その他 303 40

営業外収益合計 12,122 6,069

営業外費用

支払利息 489 454

営業外費用合計 489 454

経常利益 574,044 339,883

特別利益

受取保険金 － 2,577

特別利益合計 － 2,577

特別損失

固定資産除却損 21 1,059

特別損失合計 21 1,059

税金等調整前四半期純利益 574,023 341,401

法人税、住民税及び事業税 273,477 231,075

法人税等調整額 △62,097 △102,648

法人税等合計 211,379 128,426

四半期純利益 362,643 212,974

親会社株主に帰属する四半期純利益 362,643 212,974

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2020年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日

　至　2021年10月31日)

四半期純利益 362,643 212,974

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 73 －

退職給付に係る調整額 896 △933

その他の包括利益合計 969 △933

四半期包括利益 363,613 212,041

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 363,613 212,041

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首

から適用しております。詳細については、「（会計方針の変更）」をご覧ください。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

従来は、受注制作のソフトウェアの進捗部分について成果の確実性が認められる取引には工事進行基準を、そ

れ以外の取引には工事完成基準を適用しておりました。これを当第１四半期連結会計期間より、一定の期間にわ

たり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわ

たり認識し、一時点で充足される履行義務は、履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。

なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積り総原価に対する発生原価の割合で算出しておりま

す。また、サプライ品販売における一部の取引については、顧客に移転する財またはサービスを支配しておら

ず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、顧客から受け取る

対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第

１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ま

た、収益認識会計基準第86項また書き（１）に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前ま

でに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累

積的影響額を当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は275,503千円、売上原価は87,581千円増加し、営業外収益は

1,260千円減少したことで、営業利益は187,921千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

186,661千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は190,784千円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に

ついて新たな表示方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計

上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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