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1.  平成25年7月期第1四半期の連結業績（平成24年8月1日～平成24年10月31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7月期第1四半期 463 3.0 69 8.0 70 8.2 40 13.5
24年7月期第1四半期 449 36.6 64 ― 64 ― 35 478.7

（注）包括利益 25年7月期第1四半期 37百万円 （△2.8％） 24年7月期第1四半期 38百万円 （―％）

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 46.05 ―
24年7月期第1四半期 40.58 ―

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7月期第1四半期 3,185 2,221 69.7 2,528.05
24年7月期 3,268 2,210 67.6 2,515.67
（参考） 自己資本   25年7月期第1四半期  2,221百万円 24年7月期  2,210百万円

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7月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年7月期 ―
25年7月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

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）

（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) 886 △0.5 63 △43.7 64 △42.4 36 △32.9 42.00
通期 1,800 △5.3 155 △25.0 160 △23.8 91 △7.6 103.81



(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） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）２ペー
ジ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は資料の発表日現在における経済動向や市場環境をはじめとした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、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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7月期1Q 888,000 株 24年7月期 888,000 株
② 期末自己株式数 25年7月期1Q 9,455 株 24年7月期 9,455 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年7月期1Q 878,545 株 24年7月期1Q 878,623 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我が国経済は、復興関連需要は底堅く推移している一方、ユーロ圏における財政・債務問題や長引く円高等我が国の経済活動への影響懸念が顕著化しております。景気動向は緩やかな回復基調が期待されるものの、先行きに対する不透明感はより強まる状況にあります。情報サービス産業においても、このような状況を反映し、企業のＩＴ投資はより慎重姿勢をとりつつあります。  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。その結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は463百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は69百万円（前年同期比8.0％増）、経常利益は70百万円（前年同期比8.2％増）、四半期純利益は40百万円（前年同期比13.5％増）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3,185百万円となり、前連結会計年度末に比べ82百万円の減少となりました。これは主に、繰延税金資産が８百万円増加したものの、現金及び預金が77百万円、のれんが４百万円、投資有価証券が４百万円それぞれ減少したことによるものであります。  当第１四半期連結会計期間末における負債合計は964百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当金が36百万円増加したものの、未払金が57百万円、未払法人税等が51百万円、借入金が17百万円それぞれ減少したことによるものであります。  当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は2,221百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円の増加となりました。これは主に、剰余金の配当26百万円があったものの、四半期純利益40百万円を計上したことによるものであります。   （３）連結業績予想に関する定性的情報   平成25年７月期の連結業績予想につきましては、平成24年８月31日に公表した数値からの変更はありません。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。         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８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。    なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。  

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 1,204,647 1,127,422 売掛金 294,322 294,708 仕掛品 30,153 34,454 その他 78,448 78,091 貸倒引当金 △2,701 △1,703 流動資産合計 1,604,871 1,532,974 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 518,213 510,861 土地 796,222 796,222 その他（純額） 44,103 46,428 有形固定資産合計 1,358,538 1,353,512 無形固定資産   のれん 69,158 64,218 その他 6,096 5,703 無形固定資産合計 75,255 69,922 投資その他の資産   投資その他の資産 235,069 234,769 貸倒引当金 △5,356 △5,356 投資その他の資産合計 229,713 229,413 固定資産合計 1,663,507 1,652,847 資産合計 3,268,379 3,185,821 



（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) 負債の部   流動負債   買掛金 13,261 8,718 1年内返済予定の長期借入金 131,256 136,296 未払法人税等 89,562 38,227 賞与引当金 76,040 113,039 プログラム保証引当金 19,841 12,158 受注損失引当金 1,706 3,255 その他 234,668 181,359 流動負債合計 566,337 493,054 固定負債   長期借入金 297,125 274,271 退職給付引当金 90,974 93,674 長期未払金 102,420 102,420 その他 1,395 1,395 固定負債合計 491,915 471,761 負債合計 1,058,253 964,816 純資産の部   株主資本   資本金 357,840 357,840 資本剰余金 262,896 262,896 利益剰余金 1,575,642 1,589,746 自己株式 △9,039 △9,039 株主資本合計 2,187,339 2,201,443 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 22,786 19,561 その他の包括利益累計額合計 22,786 19,561 純資産合計 2,210,126 2,221,005 負債純資産合計 3,268,379 3,185,821 



（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 449,491 463,176 売上原価 254,083 293,614 売上総利益 195,407 169,561 販売費及び一般管理費 130,702 99,675 営業利益 64,705 69,886 営業外収益   受取利息 78 74 受取家賃 1,804 1,745 為替差益 － 81 その他 421 779 営業外収益合計 2,304 2,681 営業外費用   支払利息 2,087 1,637 その他 0 676 営業外費用合計 2,088 2,314 経常利益 64,922 70,253 特別利益   助成金収入 874 － 特別利益合計 874 － 税金等調整前四半期純利益 65,796 70,253 法人税、住民税及び事業税 51,105 36,128 法人税等調整額 △20,960 △6,335 法人税等合計 30,144 29,792 少数株主損益調整前四半期純利益 35,651 40,460 少数株主利益 － － 四半期純利益 35,651 40,460 



（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 35,651 40,460 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 2,673 △3,224 その他の包括利益合計 2,673 △3,224 四半期包括利益 38,325 37,235 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 38,325 37,235 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）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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