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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第25期

当第１四半期連結
累計(会計)期間

第24期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 7,904,404 29,272,059

経常利益 (千円) 891,968 2,412,574

四半期(当期)純利益 (千円) 427,433 1,201,665

純資産額 (千円) 15,198,850 11,795,881

総資産額 (千円) 22,583,025 20,281,379

１株当たり純資産額 (円) 1,308.06 1,277.35

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 48.17 134.75

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 60.6 50.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 979,651 3,248,464

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,078,582 △1,845,984

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,876,853 △4,736,413

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 8,139,805 5,368,261

従業員数 (人) 674 657

(注)　１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推

移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第24期及び第25期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、

希薄化効果を有した潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容の重要な変更は以下のとおりです。

平成20年６月11日付で、住商情報システム㈱に対して自己株式2,370,000株を売却したことに伴い、同社

は当社のその他の関係会社に該当することとなりました。同社は住友商事グループにおいてＩＴ事業を担

う中核会社として、情報システムの構築・運用サービスの提供及びパッケージソフト・ハードウェアの販

売を行っております。また、同社の親会社である住友商事㈱は同社を介して当社株式を間接保有することと

なり、同時に当社のその他の関係会社に該当することとなりました。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社になりました。

名　　称 住　　所
資本金
(百万円)

主要な事
業の内容

議決権の被所有　
　割合（％）

関係内容

(その他の関係会社）

東京都中央区 21,152
情報通信
システム

（直接）

資本・業務提携契約を締結。　役
員の兼任1名。

住商情報システム㈱ 22.67

（注）

住友商事㈱　（注） 東京都中央区 219,279総合商社
（間接） 住商情報システム㈱の親会社。

22.67役員の兼任なし。

(注）有価証券報告書の提出会社であります。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 674

 （注）従業員数は就業人員数であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 394

 （注）従業員数は就業人員数であります。

 

　

　

EDINET提出書類

株式会社アルゴグラフィックス(E05018)

四半期報告書

 3/28



第２ 【事業の状況】

１ 【仕入、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第１四半期連結会計期間における仕入の実績を事業の内容毎に示すと、次のとおりであります。
　

事業の内容 仕入高(千円)

ソリューション・プロバイダー

ＰＬＭソリューション 4,383,408

システム構築支援 1,163,483

ＨＷ保守・その他 404,039

合計 5,950,931

(注) １　「ＰＬＭソリューション」及び「システム構築支援」は主にハードウェア及びそれ
らに搭載するソフトウェアに係る商品仕入、社内ＳＥコスト、外注費であります。

２　「ＨＷ保守・その他」は主に保守サービス等に係る原価であり、主として外部への
委託費用であります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注高及び受注残高の状況を事業の内容毎に示すと、次のとおり

であります。
　

事業の内容 受注高(千円) 受注残高(千円)

ソリューション・プロバイダー

ＰＬＭソリューション 5,864,330 1,939,704

システム構築支援 2,058,190 854,027

ＨＷ保守・その他 457,817 82,436

合計 8,380,338 2,876,168

(注) １　金額は、販売価額によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社アルゴグラフィックス(E05018)

四半期報告書

 4/28



(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の内容毎に示すと、次のとおりであります。
　

事業の内容 販売高(千円)

ソリューション・プロバイダー

ＰＬＭソリューション 5,998,246

システム構築支援 1,391,274

ＨＷ保守・その他 514,884

合計 7,904,404

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

資本・業務提携にかかる基本合意書の締結

平成20年５月26日に住商情報システム㈱と「資本・業務提携にかかる基本合意書」の締結をいたしま

した。

その内容は、次のとおりであります。
　
(1)資本提携

本業務提携を密接且つ確実に推進するため、両社は各々相手先の株式を取得し、資本提携関係を構築す

る。

①当社

(a)取得株式数：住商情報システム㈱の発行済株式総数の約２％。

(b)取得方法  ：市場取引による買付により取得する。

(c)取得時期  ：平成20年９月末までを目処とする。

②住商情報システム㈱

(a)取得株式数：当社普通株式 2,370,000株（自己株式の処分日時点における発行済株式総数に対する

割合21.91％）

(b)取得方法  ：当社の自己株式の第三者割当による処分により取得する。

(c)取得時期  ：平成20年６月11日

(d)取得金額　：3,372,510,000円
　
(2)業務提携

以下の内容を主とする業務提携関係を構築する。

①ものづくり支援ソリューション事業におけるＩＴプロダクト及びＩＴサービスの相互供給を通じた

共同展開

②ＥＲＰシステム構築事業及びＩＴインフラ構築事業等における連携推進

③コンサルティング事業の展開

④アウトソーシング・ＡＳＰサービス事業の展開

⑤保守・運用サービス事業の展開

⑥グローバルサービス事業の展開

⑦新ソリューション事業の共同開発

⑧非常勤取締役の派遣を含む人材交流を行い、人材の育成をはじめとした事業基盤の拡大推進
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間は、「３次元設計システム」と「ＣＡＤ応用技術」を中核とした「物造

りの全工程の生産性向上を視野に入れたトータルなソリューション提供」に注力し、ＰＬＭソリュー

ションの売上高は5,998百万円となりました。システム構築支援の売上高は、価格低下の影響はあった

ものの案件数の増加により1,391百万円を確保いたしました。また、ハードウェア保守・その他の売上

高は、「ＰＬＭソリューション」、「システム構築支援」の拡大に伴い514百万円となりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間は、連結売上高が7,904百万円、連結営業利益が881百万円、連

結経常利益が891百万円、連結四半期純利益が427百万円と増収・増益となりました。
　
（２）財政状態の分析

当第１四半期末における資産合計及び負債・純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に

比べ2,301百万円増加し、22,583百万円となりました。

①資産

流動資産は、現金及び預金が2,771百万円増加、受取手形及び売掛金が1,405百万円減少、その他が

323百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比1,747百万円増の15,191百万円となりました。

固定資産は、投資その他の資産のうち、長期性預金が300百万円増加、その他が228百万円増加したこ

と等により、前連結会計年度末比554百万円増の7,391百万円となりました。

②負債

流動負債は、買掛金が921百万円減少、未払法人税等が454百万円減少、賞与引当金が240百万円減少、

短期借入金が50百万円減少、その他が574百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比1,123百

万円減の6,493百万円となりました。

固定負債は、退職給付引当金が21百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比21百万円増の

890百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末比1,101百万円減の7,384百万円となりました。

③純資産

純資産は、利益剰余金が1,257百万円減少、自己株式が4,612百万円減少したこと等により、前連結会

計年度末比3,402百万円増の15,198百万円となりました。
　
（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

2,771百万円増加し、8,139百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は979百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益891百万円、売上債権の減少額1,405百万円、前受金の

増加額301百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額921百万円、法人税等の支払額787百万

円であります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は1,078百万円となりました。

支出の主な内訳は、長期性預金への預入れ300百万円、預け金の預入れによる支出438百万円、投資有

価証券の取得による支出181百万円、出資による支出43百万円、無形固定資産の取得による支出39百万

円であります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は2,876百万円となりました。

収入の主な内訳は、自己株式の売却による収入3,364百万円、支出の主な内訳は、配当金の支払額411

百万円及び短期借入金の返済による支出50百万円であります。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は75百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等についてはありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 42,720,000

計 42,720,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,454,10010,454,100
東京証券取引所
（市場第一部）

―

計 10,454,10010,454,100― ―

(注)提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議（平成16年６月24日）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個） 4,085

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 408,500

新株予約権の行使時の払込金額　（注） １株当たり1,956円

新株予約権の行使期間 平成18年９月１日～平成20年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　1,956円
資本組入額　　978円

新株予約権の行使の条件
権利行使時において当社取締役、監査役又は従
業員であることを要する。
新株予約権の相続は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を
要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（注）当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行するとき並びにこれらの場合に準じて発行価額の

調整を必要とする場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（Ａ＋（Ｂ×Ｃ）／Ｄ）／（Ａ＋Ｂ）

ここで、

Ａ：既発行株式数（発行済株式総数から自己株式数を控除した数）

Ｂ：新規発行又は処分株式数

Ｃ：１株当たり払込金額又は譲渡価額

Ｄ：１株当たり時価
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株主総会の特別決議（平成17年６月24日）
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個） 4,109

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 410,900

新株予約権の行使時の払込金額　（注） １株当たり3,710円

新株予約権の行使期間 平成19年９月１日～平成21年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　3,710円
資本組入額　1,855円

新株予約権の行使の条件
権利行使時において当社取締役、監査役又は従
業員であることを要する。
新株予約権の相続は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を
要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（注）当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行するとき並びにこれらの場合に準じて発行価額の

調整を必要とする場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（Ａ＋（Ｂ×Ｃ）／Ｄ）／（Ａ＋Ｂ）

ここで、

Ａ：既発行株式数（発行済株式総数から自己株式数を控除した数）

Ｂ：新規発行又は処分株式数

Ｃ：１株当たり払込金額又は譲渡価額

Ｄ：１株当たり時価
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会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議（平成19年６月21日）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個） 4,870

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 487,000

新株予約権の行使時の払込金額　（注）１ １株当たり1,744円

新株予約権の行使期間 平成21年９月12日～平成23年９月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　1,744円
資本組入額    872円

新株予約権の行使の条件
権利行使時において当社取締役、監査役又は従
業員であることを要する。
新株予約権の相続は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を
要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１　新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分

割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は

切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額は次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（Ａ＋（Ｂ×Ｃ）／Ｄ）／（Ａ＋Ｂ）

ここで、

Ａ：既発行株式数（発行済株式総数から自己株式数を控除した数）

Ｂ：新規発行又は処分株式数

Ｃ：１株当たり払込金額又は譲渡価額

Ｄ：１株当たり時価

当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合に

は、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することがで

きる。

（注）２　組織再編成行為時の取扱い

組織再編成に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定

めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとす

る。

(1)合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

(2)吸収分割

吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3)新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転

株式移転により設立する株式会社
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また、平成20年６月19日開催の当社定時株主総会及び同日開催の当社取締役会において、会社法の規定
に基づき、以下の内容の新株予約権の発行を決議しております。
株主総会の特別決議（平成20年６月19日）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個） 4,673

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 467,300

新株予約権の行使時の払込金額　（注）１ １株当たり1,424円

新株予約権の行使期間 平成22年６月20日～平成27年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　1,424円
資本組入額    712円

新株予約権の行使の条件
権利行使時において当社取締役、監査役又は従
業員であることを要する。
新株予約権の相続は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を
要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１　新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分

割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は

切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額は次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（Ａ＋（Ｂ×Ｃ）／Ｄ）／（Ａ＋Ｂ）

ここで、

Ａ：既発行株式数（発行済株式総数から自己株式数を控除した数）

Ｂ：新規発行又は処分株式数

Ｃ：１株当たり払込金額又は譲渡価額

Ｄ：１株当たり時価

当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合に

は、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することがで

きる。

（注）２　組織再編成行為時の取扱い

組織再編成に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定

めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとす

る。

(1)合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

(2)吸収分割

吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3)新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転

株式移転により設立する株式会社
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日(注)△362,50010,454,100 ― 1,337,718 ― 1,445,118

(注)　自己株式の消却による減少であります。

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年６月11日付で住商情報システム㈱に対し、自己株式の第三者割当による処分を行ったため、以下のとお

り大株主の異動がありました。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

住商情報システム㈱ 東京都中央区晴海1-8-12 2,370,00022.67
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（注）１

普通株式　　2,732,500 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　8,083,40080,834 ―

単元未満株式 普通株式　　      700 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数（注）２ 10,816,600 ― ―

総株主の議決権 ― 80,834 ―

(注)１　「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式のうち、2,370,000株につきましては６月11日付で住商情報

システム㈱に売却し、362,500株につきましては６月30日付で消却いたしました。　

２　６月30日現在の発行済株式総数は、10,454,100株であります。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

㈱アルゴグラフィックス
東京都中央区日本橋箱崎
町5-14

2,732,500― 2,732,50025.26

計 ― 2,732,500― 2,732,50025.26

(注)　自己株式のうち、2,370,000株につきましては６月11日付で住商情報システム㈱に売却し、362,500株につきまし

ては６月30日付で消却いたしました。　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 　６月

最高(円) 1,420 1,390 1,454

最低(円) 1,228 1,233 1,327

(注)株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レ

ビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
  (1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,139,805 5,368,261

受取手形及び売掛金 5,830,037 7,235,365

商品 254,022 190,256

原材料 13,025 20,328

仕掛品 14,233 14,611

その他 944,641 620,763

貸倒引当金 △3,800 △4,800

流動資産合計 15,191,966 13,444,787

固定資産

有形固定資産 ※１
 355,542

※１
 355,261

無形固定資産

のれん 44,556 47,984

その他 222,219 192,796

無形固定資産合計 266,776 240,781

投資その他の資産

長期性預金 ※３
 4,600,000

※３
 4,300,000

その他 2,168,740 1,940,549

投資その他の資産合計 6,768,740 6,240,549

固定資産合計 7,391,059 6,836,592

資産合計 22,583,025 20,281,379

負債の部

流動負債

買掛金 3,762,281 4,683,393

短期借入金 100,000 150,000

未払法人税等 352,065 806,153

賞与引当金 207,677 447,826

役員賞与引当金 12,000 44,000

その他 2,059,471 1,485,373

流動負債合計 6,493,496 7,616,747

固定負債

退職給付引当金 730,540 709,210

その他 160,138 159,540

固定負債合計 890,679 868,750

負債合計 7,384,175 8,485,497

純資産の部

株主資本

資本金 1,337,718 1,337,718

資本剰余金 1,445,118 1,445,118

利益剰余金 10,942,593 12,200,244

自己株式 △243 △4,613,131

株主資本合計 13,725,187 10,369,949

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △48,555 △48,501

為替換算調整勘定 △2,217 4,704

評価・換算差額等合計 △50,772 △43,797

新株予約権 73,648 49,099

少数株主持分 1,450,786 1,420,631

純資産合計 15,198,850 11,795,881
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負債純資産合計 22,583,025 20,281,379
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 (2)【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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 7,904,404

売上原価 5,878,143

売上総利益 2,026,261

販売費及び一般管理費合計 ※１
 1,145,086

営業利益 881,175

営業外収益

受取利息 11,117

補助金収入 17,424

その他 4,171

営業外収益合計 32,712

営業外費用

支払利息 621

持分法による投資損失 11,997

株式交付費 8,000

その他 1,299

営業外費用合計 21,918

経常利益 891,968

税金等調整前四半期純利益 891,968

法人税、住民税及び事業税 357,543

法人税等調整額 10,932

法人税等合計 368,476

少数株主利益 96,059

四半期純利益 427,433

EDINET提出書類

株式会社アルゴグラフィックス(E05018)

四半期報告書

18/28



  (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 891,968

減価償却費 25,998

株式報酬費用 24,549

賞与引当金の増減額（△は減少） △240,149

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,330

受取利息及び受取配当金 △12,634

売上債権の増減額（△は増加） 1,405,328

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,560

前渡金の増減額（△は増加） 87,904

仕入債務の増減額（△は減少） △921,112

前受金の増減額（△は減少） 301,306

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,587

その他の流動負債の増減額（△は減少） 264,549

その他 31,831

小計 1,756,724

利息及び配当金の受取額 10,600

利息の支払額 △549

法人税等の支払額 △787,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 979,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金への預入れ △300,000

有形固定資産の取得による支出 △29,984

無形固定資産の取得による支出 △39,643

投資有価証券の取得による支出 △181,309

差入保証金の差入による支出 △11,685

子会社株式の取得による支出 △36,752

出資金の払込による支出 △43,539

預け金の預入れによる支出 △438,679

その他 3,010

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,078,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △50,000

自己株式の売却による収入 3,364,510

配当金の支払額 △411,052

少数株主への配当金の支払額 △26,520

その他 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,876,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,771,543

現金及び現金同等物の期首残高 5,368,261

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 8,139,805
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

１　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を当第１四半期連結会計期間

から適用し、評価基準については、個別法による原価法から個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴う損益への影響はありません。

 

２　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５

月17日）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴う損益へ

の影響はありません。

 

３　リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間から、これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。この変更に伴う損益への影響は、軽微であります。

また、平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

 

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　564,199千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　548,723千円

２　偶発債務

関連会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務の保証を行っております。

D&A Technology Co.,Ltd  106,420千円

２　偶発債務

関連会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務の保証を行っております。

D&A Technology Co.,Ltd  32,060千円

※３　長期性預金4,100,000千円は、期限前解約権を銀行の

みが保有しており、当社から解約を行う場合、取引

銀行所定の解約清算金を支払う必要があります。こ

れにより預金元本を毀損する可能性があります。

※３　長期性預金3,800,000千円は、期限前解約権を銀行の

みが保有しており、当社から解約を行う場合、取引

銀行所定の解約清算金を支払う必要があります。こ

れにより預金元本を毀損する可能性があります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 446,022千円

賞与引当金繰入額 108,761〃

退職給付費用 23,061〃

役員賞与引当金繰入額 12,000〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,139,805千円

現金及び現金同等物 8,139,805千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,454,100

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 144

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ― ― 73,648

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 73,648

(注)平成19年６月21日開催の定時株主総会の特別決議によるストックオプションとしての新株予約権であり、新株

予約権の行使期間は、平成21年９月12日から平成23年９月11日であります。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月19日
定時株主総会

普通株式 444,621 55　平成20年３月31日平成20年６月20日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

（千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 1,337,7181,445,11812,200,244△4,613,13110,369,949

当第１四半期末までの変動額

剰余金の配当 △444,621 △444,621

四半期純利益 427,433 427,433

自己株式の取得 （注）１ △84 △84

自己株式の処分 （注）２ △628,4944,001,0043,372,510

自己株式の消却 （注）３ △611,968 611,968 ―

当第１四半期末までの変動額合計 ― ― △1,257,6504,612,8883,355,237

当第１四半期末残高 1,337,7181,445,11810,942,593△243 13,725,187

（注）１  平成20年４月に単元未満株を取得いたしました。

２  平成20年６月11日付で、住商情報システム㈱に対して第三者割当による自己株式の処分を行ったことによるも

のであります。

３  平成20年６月30日付で、自己株式の消却を行ったことによるものであります。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当社グループは、ソリューション・プロバイダー事業を主たる事業とし、当該事業以外に事業の種類が

ないため該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社アルゴグラフィックス(E05018)

四半期報告書

24/28



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
　

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,308円06銭 １株当たり純資産額 1,277円35銭

　
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 15,198,850 11,795,881

普通株式に係る純資産額（千円） 13,674,415 10,326,151

差額の主な内訳（千円）

新株予約権 73,648 49,099

少数株主持分 1,450,786 1,420,631

普通株式の発行済株式数（株） 10,454,100 10,816,600

普通株式の自己株式数（株） 144 2,732,579

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

10,453,956 8,084,021

　

２　１株当たり四半期純利益金額等
　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 48.17円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。
 

　
(注)１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 427,433

普通株式に係る四半期純利益(千円) 427,433

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 8,873,956

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

―

EDINET提出書類

株式会社アルゴグラフィックス(E05018)

四半期報告書

25/28



(重要な後発事象)

　

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１．平成20年６月19日開催の当社定時株主総会及び同日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238
条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条
件をもって以下のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成20年７月１日にこれを付与いたしまし
た。　

２．新株予約権の総数
4,673個（新株予約権１個につき100株）　

３．新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式　467,300株　

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行使価額）
新株予約権１個当たり　142,400円（１株　1,424円）

５.新株予約権の行使により発行される当社株式の発行価額の総額
665,435千円　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月１日

株式会社アルゴグラフィックス

 　取　締　役　会　　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　久   保 　伸 　介　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　芝   田   雅   也　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アルゴグラフィックスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルゴグラフィックス及び連結子会

社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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