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1. 平成26年7月期第2四半期の連結業績（平成25年8月1日～平成26年1月31日） 

（注）当社は、平成25年５月１日付で普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、
「１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(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 ％

26年7月期第2四半期 1,033 7.1 213 15.9 226 20.0 132 20.0
25年7月期第2四半期 965 8.3 184 63.5 188 67.7 110 101.3

（注）包括利益 26年7月期第2四半期 142百万円 （23.2％） 25年7月期第2四半期 115百万円 （98.1％）

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

26年7月期第2四半期 100.86 100.27
25年7月期第2四半期 84.01 ―

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

26年7月期第2四半期 3,336 2,512 75.3 1,906.57
25年7月期 3,288 2,402 73.1 1,823.49
（参考）自己資本 26年7月期第2四半期 2,512百万円 25年7月期 2,402百万円

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

25年7月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
26年7月期 ― 0.00
26年7月期（予想） ― 25.00 25.00

3. 平成26年 7月期の連結業績予想（平成25年 8月 1日～平成26年 7月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 2,000 1.6 310 3.3 317 0.2 185 0.5 140.39



(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） 

（注）当社は、平成25年５月１日付で普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続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 
（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、四半期決算短信（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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年7月期2Q 1,332,000 株 25年7月期 1,332,000 株
② 期末自己株式数 26年7月期2Q 14,262 株 25年7月期 14,412 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年7月期2Q 1,317,641 株 25年7月期2Q 1,317,818 株
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（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、各種経済・金融対策によって、緩やかな回復基調にある一方、米国の財政問題や新興国の景気減速懸念は続いており、先行きは依然として不透明な状況となっております。情報サービス産業においては、このような経済環境にあって、企業のＩＴ投資は慎重姿勢をとりつつも回復傾向がみられ、ビジネスに向けての戦略的なＩＴ需要は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。加えてWindows XPのサポート終了や消費税率引き上げを前にシステム開発案件の受注が好調であったことから当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は1,033百万円（前年同期比7.1％増）、営業利益は213百万円（前年同期比15.9％増）、経常利益は226百万円（前年同期比20.0％増）、四半期純利益は132百万円（前年同期比20.0％増）となりました。       （２）財政状態に関する説明  （資産）  当第２四半期連結会計期間末における資産合計は3,336百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円の増加となりました。これは主に、のれんが９百万円減少したものの、現金及び預金が43百万円、売掛金が15百万円それぞれ増加したことによるものであります。   （負債）  当第２四半期連結会計期間末における負債合計は824百万円となり、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、未払法人税等が29百万円増加したものの、借入金が68百万円、流動負債その他が20百万円それぞれ減少したことによるものであります。   （純資産）  当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は2,512百万円となり、前連結会計年度末に比べ109百万円の増加となりました。これは主に、剰余金の配当32百万円があったものの、四半期純利益132百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が９百万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  最近の業績動向を踏まえ、平成25年８月30日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細は、平成26年２月20日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。        （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動   該当事項はありません。       （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  該当事項はありません。       （３）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。       

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年７月31日) 当第２四半期連結会計期間 (平成26年１月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 1,231,443 1,275,363 売掛金 289,263 304,566 仕掛品 38,504 45,349 その他 77,110 71,345 貸倒引当金 △1,631 △1,591 流動資産合計 1,634,690 1,695,034 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 490,258 476,637 土地 796,257 796,257 その他（純額） 38,664 31,396 有形固定資産合計 1,325,180 1,304,291 無形固定資産   のれん 49,399 39,519 その他 5,563 8,253 無形固定資産合計 54,962 47,772 投資その他の資産   投資その他の資産 279,443 295,135 貸倒引当金 △5,356 △5,356 投資その他の資産合計 274,086 289,779 固定資産合計 1,654,229 1,641,844 資産合計 3,288,920 3,336,878 



（単位：千円）前連結会計年度 (平成25年７月31日) 当第２四半期連結会計期間 (平成26年１月31日) 負債の部   流動負債   買掛金 15,037 10,081 1年内返済予定の長期借入金 123,416 87,108 未払法人税等 66,453 96,123 賞与引当金 79,100 76,360 プログラム保証引当金 6,305 6,203 受注損失引当金 8,533 7,417 その他 197,484 176,547 流動負債合計 496,329 459,841 固定負債   長期借入金 184,929 153,089 退職給付引当金 101,221 107,751 長期未払金 102,420 102,420 その他 1,412 1,412 固定負債合計 389,983 364,673 負債合計 886,313 824,514 純資産の部   株主資本   資本金 357,840 357,840 資本剰余金 262,896 263,060 利益剰余金 1,733,323 1,833,283 自己株式 △9,424 △9,390 株主資本合計 2,344,635 2,444,793 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 57,972 67,570 その他の包括利益累計額合計 57,972 67,570 純資産合計 2,402,607 2,512,363 負債純資産合計 3,288,920 3,336,878 



（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） （単位：千円）前第２四半期連結累計期間 (自 平成24年８月１日  至 平成25年１月31日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成25年８月１日  至 平成26年１月31日) 売上高 965,063 1,033,288 売上原価 580,557 629,372 売上総利益 384,505 403,915 販売費及び一般管理費 200,363 190,415 営業利益 184,141 213,500 営業外収益   受取利息 338 179 為替差益 977 642 受取家賃 3,527 3,211 受取保険金 － 8,900 補助金収入 1,386 － その他 1,841 1,871 営業外収益合計 8,072 14,805 営業外費用   支払利息 3,111 2,123 その他 676 － 営業外費用合計 3,788 2,123 経常利益 188,426 226,182 特別損失   固定資産除却損 － 61 特別損失合計 － 61 税金等調整前四半期純利益 188,426 226,121 法人税、住民税及び事業税 70,397 91,993 法人税等調整額 7,316 1,228 法人税等合計 77,713 93,221 少数株主損益調整前四半期純利益 110,712 132,899 少数株主利益 － － 四半期純利益 110,712 132,899 



（四半期連結包括利益計算書） （第２四半期連結累計期間） （単位：千円）前第２四半期連結累計期間 (自 平成24年８月１日  至 平成25年１月31日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成25年８月１日  至 平成26年１月31日) 少数株主損益調整前四半期純利益 110,712 132,899 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 4,963 9,598 その他の包括利益合計 4,963 9,598 四半期包括利益 115,675 142,497 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 115,675 142,497 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）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）（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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