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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 ％

2023年７月期第２四半期 1,331 △9.3 241 △13.3 240 △16.8 162 △16.7

2022年７月期第２四半期 1,467 15.4 278 6.2 289 4.5 195 5.8

（注）包括利益 2023年７月期第２四半期 169百万円（28.0％） 2022年７月期第２四半期 132百万円（△23.6％）

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

2023年７月期第２四半期 41.97 －

2022年７月期第２四半期 50.11 －

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

2023年７月期第２四半期 5,233 4,517 86.3 1,165.32

2022年７月期 5,245 4,408 84.0 1,138.79

（参考）自己資本 2023年７月期第２四半期 4,517百万円 2022年７月期 4,408百万円

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

2022年７月期 － 0.00 － 17.00 17.00

2023年７月期 － 0.00

2023年７月期（予想） － 17.00 17.00

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 2,920 1.5 480 1.8 500 △1.4 335 △1.3 86.28

１．2023年７月期第２四半期の連結業績（2022年８月１日～2023年１月31日）

（２）連結財政状態

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

３．2023年７月期の連結業績予想（2022年８月１日～2023年７月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年７月期２Ｑ 3,949,762株 2022年７月期 3,949,762株

②  期末自己株式数 2023年７月期２Ｑ 73,441株 2022年７月期 78,417株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年７月期２Ｑ 3,872,789株 2022年７月期２Ｑ 3,892,367株

※  注記事項

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.７「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、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、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、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。

（決算補足説明資料及び説明会内容の入手方法）

  当社は、2023年３月24日（金）に機関投資家及びアナリスト向けに決算説明会を開催する予定です。この説明会で

配布する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間における我が国経済は、コロナ禍でのニューノーマルへの模索の中で経済・社会活動

の正常化が進められ、景気は緩やかながらも持ち直しの動きが続きました。一方で、海外のインフレ抑止対策によ

る利上げの影響から円安の進行や長期化する世界的な政治情勢の変動による資源価格の上昇や物価高、更にサプラ

イチェーンの混乱による供給面への制約など先行き不透明な状況が続きました。

　情報サービス産業においては、企業のＩＴ投資意欲は一部慎重な面もありますが、コロナ禍での新しい戦略的で

厳選されたＩＴ需要や働き方改革・人手不足への対応やデジタル化による自動化・効率化・省力化等システム投資

への需要の高まりがみられました。

　このような状況の中、当社グループは引き続き、新分野への受注活動にも注力しつつ、継続的な在宅勤務など新

型コロナウイルス感染拡大防止策を講じながら、働き方改革に伴う生産性の向上や業務の効率化を目指し、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、当社グループの当第２四半期連結累計期間における経営成績は、次のとおりとなりました。

　売上高は、ソフトウェア開発関連での受注の停滞やプロジェクトの立ち上げの遅れ、サービスインテグレーショ

ン事業での開発案件の減少等の影響により、1,331百万円（前年同期比9.3％減）、売上総利益は、447百万円（前

年同期比7.8％減）となりました。営業利益については、販売費及び一般管理費が206百万円（前年同期比0.3％

減）であり、241百万円（前年同期比13.3％減）となりました。経常利益については、営業外収益が５百万円、営

業外費用が６百万円であったことから、240百万円（前年同期比16.8％減）となりました。親会社株主に帰属する

四半期純利益は、税金等調整前四半期純利益が240百万円（前年同期比16.8％減）、税金費用は78百万円（前年同

期比17.1％減）となり、その結果、162百万円（前年同期比16.7％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は5,233百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円の減少

となりました。これは主に、投資有価証券が113百万円増加したものの、現金及び預金が89百万円、受取手形、売

掛金及び契約資産が18百万円、有形固定資産が13百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は715百万円となり、前連結会計年度末に比べ120百万円の減少と

なりました。これは主に、受注損失引当金が18百万円、その他の流動負債が112百万円それぞれ減少したことによ

るものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は4,517百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円の増

加となりました。これは主に、利益剰余金が、親会社株主に帰属する四半期純利益162百万円の計上により増加し

たものの、剰余金の配当により65百万円減少し、その他有価証券評価差額金が６百万円増加したことによるもので

あります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年７月期の連結業績予想につきましては、2022年８月26日の「2022年７月期 決算短信」で公表いたしまし

た通期の連結業績予想に変更はありません。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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,180,622 3,091,318

受取手形、売掛金及び契約資産 417,936 399,424

仕掛品 324 113

その他 34,023 35,182

貸倒引当金 △2,141 △2,081

流動資産合計 3,630,766 3,523,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 283,821 273,590

土地 796,257 796,257

その他（純額） 13,281 9,854

有形固定資産合計 1,093,360 1,079,702

無形固定資産 9,162 8,125

投資その他の資産

投資有価証券 389,801 503,543

その他 123,573 118,981

貸倒引当金 △1,200 △1,200

投資その他の資産合計 512,174 621,324

固定資産合計 1,614,697 1,709,152

資産合計 5,245,464 5,233,111

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
(2022年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,627 5,598

未払法人税等 78,691 84,076

賞与引当金 94,800 91,800

プログラム保証引当金 1,307 3,373

受注損失引当金 18,000 －

その他 370,985 258,229

流動負債合計 570,412 443,077

固定負債

長期借入金 30,000 30,000

退職給付に係る負債 144,892 151,368

長期未払金 89,920 89,920

その他 1,572 1,572

固定負債合計 266,386 272,861

負債合計 836,798 715,939

純資産の部

株主資本

資本金 382,259 382,259

資本剰余金 294,200 295,807

利益剰余金 3,605,346 3,702,067

自己株式 △53,058 △49,778

株主資本合計 4,228,748 4,330,355

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 179,917 186,816

その他の包括利益累計額合計 179,917 186,816

純資産合計 4,408,666 4,517,172

負債純資産合計 5,245,464 5,233,111
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

売上高 1,467,644 1,331,348

売上原価 982,243 883,786

売上総利益 485,400 447,562

販売費及び一般管理費 206,867 206,166

営業利益 278,533 241,395

営業外収益

受取利息 23 134

為替差益 7,583 －

受取家賃 3,213 2,841

投資事業組合運用益 － 1,590

その他 600 1,087

営業外収益合計 11,420 5,654

営業外費用

支払利息 452 452

為替差損 － 5,994

固定資産除却損 244 －

営業外費用合計 696 6,446

経常利益 289,257 240,603

税金等調整前四半期純利益 289,257 240,603

法人税、住民税及び事業税 98,790 73,988

法人税等調整額 △4,570 4,082

法人税等合計 94,219 78,070

四半期純利益 195,037 162,533

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 195,037 162,533

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

四半期純利益 195,037 162,533

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62,677 6,899

その他の包括利益合計 △62,677 6,899

四半期包括利益 132,359 169,432

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 132,359 169,432

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２四半期連結累計期間）
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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）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下、「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

こととしております。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影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告

書の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。
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