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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】

連結経営指標等

　

回次
第25期

  第２四半期
  連結累計期間

第26期
 第２四半期  
連結累計期間

第25期
 第２四半期  
連結会計期間

第26期
 第２四半期  
連結会計期間

第25期

会計期間

自  平成20年
      ４月１日
至  平成20年
      ９月30日

自  平成21年
      ４月１日
至  平成21年
      ９月30日

自  平成20年
      ７月１日
至  平成20年
      ９月30日

自  平成21年
      ７月１日
至  平成21年
      ９月30日

自  平成20年
      ４月１日
至  平成21年
      ３月31日

売上高 (千円) 15,203,36410,900,6237,298,9605,169,50628,424,820

経常利益 (千円) 1,361,729293,190 469,760 102,2062,172,568

四半期(当期)純利益 (千円) 681,670 122,345 254,237 31,956 809,613

純資産額 (千円) ― ― 15,094,32414,312,26314,345,797

総資産額 (千円) ― ― 21,807,13419,275,26520,489,253

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,310.851,290.691,301.80

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 70.54 12.29 24.32 3.21 82.03

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― 12.29 ― 3.21 ―

自己資本比率 (％) ― ― 62.8 66.7 63.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,080,081731,692 ― ― 1,326,710

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,462,51667,591 ― ― △2,933,110

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,594,973△517,296 ― ― 1,958,939

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 6,579,6985,989,9465,703,552

従業員数 (名) ― ― 674 682 671

(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25期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、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。

　

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

 2/29



２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、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

る事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(人) 682

 （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21年９月30日現在

従業員数(人) 410

 （注）従業員数は就業人員数であります。
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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２四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) 前年同四半期比(%)

ソリューション・プロバイダー 　 　

ＰＬＭソリューション 2,367,966 △33.4

システム構築支援 1,356,323 △18.9

ＨＷ保守・その他 292,079 △7.4

合計 4,016,369 △27.5

(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２四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) 前年同四半期比(%)受注残高(千円) 前年同四半期比(%)

ソリューション・プロバイダー 　 　 　 　

ＰＬＭソリューション 3,475,546 △22.7 1,538,878 △2.0

システム構築支援 1,423,575 △30.2 235,834 △72.7

ＨＷ保守・その他 406,828 △10.3 136,497 3.0

合計 5,305,950 △24.1 1,911,210 △25.5

(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。

　

(3) 販売実績

当第２四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) 前年同四半期比(%)

ソリューション・プロバイダー 　 　

ＰＬＭソリューション 3,207,997 △34.1

システム構築支援 1,587,145 △21.9

ＨＷ保守・その他 374,362 △7.2

合計 5,169,506 △29.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界規模の金融市場の混乱がようやく収束に向

かい、わずかながら景気回復の兆しが見られるものの、企業収益の先行きへの不安感を背景とした雇用

情勢の悪化や所得の減少に伴う個人消費の冷え込みには歯止めがかからず、依然として厳しい状況で

推移いたしました。当社グループの主要取引先である自動車、電機業界におきましては、エコカー減税

やエコポイントといった環境をテーマにした経済対策が打ち出され、一定の効果は見られたものの、世

界的な需要の減少と市場の変化に対応した生産体制の見直しを進める過程にあり、本格的な生産の回

復には至っておりません。

このような環境の中、当社グループは「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」について、企業の製

造部門ばかりでなく、研究開発部門の生産性向上まで範囲を広げるとともに、サーバの統合や置き換え

によるコストの低減を目指した提案活動に引き続き注力いたしましたが、得意先企業の投資額の減少、

延期及び値引き要請などにより、売上、利益ともに前年同四半期を大きく下回ることとなりました。

その結果として、当第２四半期連結会計期間の経営成績は、売上高が5,169百万円（前年同四半期比

29.2％減）、営業利益は69百万円（同84.1％減）、経常利益は102百万円（同78.2％減）、四半期純利益

は31百万円（同87.4％減）となりました。
　
（２）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間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1,213百万円減少し、19,275百万円となりました。

①資産

流動資産は、現金及び預金が326百万円増加、受取手形及び売掛金が1,365百万円減少、商品が292百

万円減少、仕掛品が10百万円増加、原材料及び貯蔵品が２百万円増加、その他が90百万円減少したこと

により、前連結会計年度末比1,409百万円減の10,599百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産が21百万円増加、無形固定資産のうち、のれんが６百万円減少、その他が

42百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が411百万円増加、その他が186百万円減少した

ことにより、前連結会計年度末比195百万円増の8,675百万円となりました。

②負債

流動負債は、買掛金が885百万円減少、未払法人税等が228百万円減少、賞与引当金が76百万円減少、

役員賞与引当金が30百万円減少、その他が11百万円増加したことにより、前連結会計年度末比1,209百

万円減の3,980百万円となりました。

固定負債は、退職給付引当金が34百万円増加、その他が６百万円減少したことにより、前連結会計年

度末比28百万円増の982百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末比1,180百万円減の4,963百万円となりました。
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③純資産

純資産は、利益剰余金が375百万円減少、その他有価証券評価差額金が256百万円増加、為替換算調整

勘定が7百万円増加、新株予約権が92百万円増加、少数株主持分が15百万円減少したことにより、前連

結会計年度末比33百万円減の14,312百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期

連結会計期間末に比べ216百万円減少し、5,989百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は168百万円となりました。（前年同四半期比269百万円減）

収入の主な内訳は、賞与引当金の増加額139百万円、売上債権の減少額230百万円であり、支出の主な

内訳は、前渡金の増加額125百万円、仕入債務の減少額103百万円、その他流動負債の減少額395百万円

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11百万円となりました。（前年同四半期比1,372百万円増）

収入の内訳は、差入保証金の回収による収入60百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取

得による支出11百万円、差入保証金の差入による支出18百万円、定期預金の預入による支出40百万円

であります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は37百万円となりました。（前年同四半期比244百万円増）

支出の主な内訳は、配当金の支払額37百万円であります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は101百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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２四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等はありません。

また、当第２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13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）

単元株式数は100株であります。

計 10,454,10010,454,100― ―

(注)提出日現在の発行数には、平成21年11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。
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(2) 【新株予約権等の状況】

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２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 (個） 4,584

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） 458,400

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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株主総会の特別決議（平成20年６月19日）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 (個） 4,497

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） 449,700

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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株主総会の特別決議（平成21年６月18日）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 (個） 4,970

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） 497,000

新株予約権の行使時の払込金額　（注）１ １株当たり1,047円

新株予約権の行使期間 平成23年６月19日～平成28年６月18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　1,047円
資本組入額    524円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社又は当社の関係会社の取
締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要
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21年７月１日～
平成21年９月30日

― 10,454,100― 1,337,718― 1,445,118

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年９月30日現在

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 2,370,000 22.67

㈱アルゴグラフィックス（注）１ 東京都中央区日本橋箱崎町5-14 500,250 4.78

堀田　勝正 東京都世田谷区 396,000 3.78

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラス
ト　カンパニー505104　　　　　　　　　　　
(常任代理人㈱みずほコーポレート銀行)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A

359,387 3.43

藤澤　義麿 神奈川県大和市 335,000 3.20

メロン　バンク　エヌエー トリーティー　クラ
イアント　オムニバス　      
(常任代理人㈱三菱東京UFJ銀行)    

ONE MELLON BANK CENTER,PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA

325,000 3.10

㈱電通国際情報サービス 東京都港区港南2-17-1 266,000 2.54

㈱東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150 249,100 2.38

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 
(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11 243,000 2.32

日本マスタートラスト信託銀行㈱　 
(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3 193,900 1.85

計 ― 5,237,637 50.10

(注)  １．当社自己株式であります。

２．所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱　60,700株

日本マスタートラスト信託銀行㈱　　 103,900株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30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) 普通株式　    500,200― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　9,952,40099,524 ―

単元未満株式 普通株式　      1,500― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 10,454,100 ― ―

総株主の議決権 ― 99,524 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30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

500,200― 500,200 4.78

計 ― 500,200― 500,200 4.78

　

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21年
４月 ５月 　６月 ７月 ８月 　９月

最高(円) 1,020 998 1,050 1,141 1,120 1,060

最低(円) 888 893 976 1,031 1,000 996

(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。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期

連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に

基づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に

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、前第２四半期連結会計期間（平成20年７

月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、有限責任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。

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成

21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

　

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

14/29



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,129,946 5,803,552

受取手形及び売掛金 3,905,981 5,271,565

商品 42,272 335,265

仕掛品 21,960 11,372

原材料及び貯蔵品 18,911 16,799

その他 483,654 574,588

貸倒引当金 △2,800 △3,400

流動資産合計 10,599,926 12,009,743

固定資産

有形固定資産 ※１
 392,731

※１
 371,696

無形固定資産

のれん 26,957 33,447

その他 179,792 222,709

無形固定資産合計 206,750 256,156

投資その他の資産

投資有価証券 2,217,574 1,806,497

長期性預金 ※３
 4,600,000

※３
 4,600,000

その他 1,258,282 1,445,159

投資その他の資産合計 8,075,857 7,851,657

固定資産合計 8,675,338 8,479,510

資産合計 19,275,265 20,489,253

負債の部

流動負債

買掛金 1,952,970 2,838,099

未払法人税等 147,794 376,471

賞与引当金 316,658 393,466

役員賞与引当金 － 30,000

その他 1,562,722 1,551,276

流動負債合計 3,980,145 5,189,313

固定負債

退職給付引当金 789,037 754,159

その他 193,819 199,984

固定負債合計 982,856 954,143

負債合計 4,963,001 6,143,456
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

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 10,949,426 11,324,773

自己株式 △598,333 △598,321

株主資本合計 13,133,929 13,509,289

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △275,941 △532,735

為替換算調整勘定 △10,614 △18,566

評価・換算差額等合計 △286,556 △551,302

新株予約権 290,928 198,384

少数株主持分 1,173,962 1,189,425

純資産合計 14,312,263 14,345,797

負債純資産合計 19,275,265 20,489,253
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 15,203,364 10,900,623

売上原価 11,532,696 8,480,537

売上総利益 3,670,668 2,420,086

販売費及び一般管理費合計 ※１
 2,349,382

※１
 2,203,447

営業利益 1,321,285 216,638

営業外収益

受取利息 26,072 22,426

受取配当金 － 21,182

補助金収入 17,424 53,125

その他 13,577 4,212

営業外収益合計 57,073 100,947

営業外費用

支払利息 860 －

持分法による投資損失 1,087 15,572

株式交付費 8,000 －

為替差損 4,464 －

その他 2,217 8,822

営業外費用合計 16,630 24,394

経常利益 1,361,729 293,190

特別損失

事務所移転費用 － 14,134

特別損失合計 － 14,134

税金等調整前四半期純利益 1,361,729 279,056

法人税、住民税及び事業税 539,295 154,792

法人税等調整額 42,748 968

法人税等合計 582,043 155,760

少数株主利益 98,014 950

四半期純利益 681,670 122,345

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

17/29



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 7,298,960 5,169,506

売上原価 5,654,553 4,005,742

売上総利益 1,644,406 1,163,763

販売費及び一般管理費合計 ※１
 1,204,296

※１
 1,093,788

営業利益 440,110 69,975

営業外収益

受取利息 14,955 11,086

持分法による投資利益 10,909 －

補助金収入 － 26,476

その他 9,593 4,591

営業外収益合計 35,458 42,153

営業外費用

支払利息 238 －

持分法による投資損失 － 3,504

為替差損 4,652 2,169

その他 917 4,248

営業外費用合計 5,808 9,922

経常利益 469,760 102,206

特別損失

事務所移転費用 － 14,134

特別損失合計 － 14,134

税金等調整前四半期純利益 469,760 88,071

法人税、住民税及び事業税 181,751 16,064

法人税等調整額 31,816 43,091

法人税等合計 213,567 59,156

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,954 △3,041

四半期純利益 254,237 31,956
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９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 1,361,729 279,056

減価償却費 59,962 79,194

株式報酬費用 68,891 92,544

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,158 △76,808

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,809 34,878

受取利息及び受取配当金 △31,741 △43,609

持分法による投資損益（△は益） － 15,572

売上債権の増減額（△は増加） 1,642,499 1,365,583

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,335 270,780

前渡金の増減額（△は増加） 50,616 △41,687

その他の流動資産の増減額（△は増加） － 21,132

仕入債務の増減額（△は減少） △1,572,511 △885,128

前受金の増減額（△は減少） 343,496 118,098

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,503 △60,042

その他の流動負債の増減額（△は減少） △46,369 △80,188

その他 16,540 9,577

小計 1,836,595 1,068,954

利息及び配当金の受取額 31,485 44,637

利息の支払額 △629 －

法人税等の支払額 △787,370 △381,899

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,080,081 731,692

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による支出 △300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △72,772 △17,030

無形固定資産の取得による支出 △102,629 －

投資有価証券の取得による支出 △1,934,735 －

差入保証金の差入による支出 △13,158 △18,486

差入保証金の回収による収入 － 104,338

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 －

預け金の回収による収入 － 29,862

定期預金の預入による支出 － △40,000

貸付金の回収による収入 37,482 －

その他 3,587 8,907

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,462,516 67,591
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

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 △150,000 －

自己株式の売却による収入 3,364,510 －

配当金の支払額 △409,172 △498,684

少数株主への配当金の支払額 △26,520 △18,600

子会社の自己株式の取得による支出 △183,760 －

その他 △84 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,594,973 △517,296

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,101 4,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,211,437 286,394

現金及び現金同等物の期首残高 5,368,261 5,703,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 6,579,698

※１
 5,989,946
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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２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日)

１．連結の範囲に関

する事項の変更

 

(1)連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社ソリッドウェーブを吸収

合併したため、連結の範囲から除いております。

(2)変更後の連結子会社の数

10社

２．会計処理基準に

関する事項の変

更

ソフトウェア開発請負の計上基準の変更

ソフトウェア開発請負に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）

を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、進

捗部分について成果の確実性が認められる請負契約（工事収益総額、工事原価総額及び決算

日における進捗度を信頼性をもって見積ることができる請負契約）については進行基準（進

捗率の見積りは原価比例法）を、その他の請負契約については検収基準を適用することとし

ております。

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取配当金」は、営業外収益総額

の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間において区分掲記することとしております。なお、前第２四半

期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は、5,669千円であります。

前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた、営業外費用の「為替差損」は、重要性が乏しくなったた

め、当第２四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連

結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は、3,294千円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「持分法に

よる投資損益（△は益）」及び「その他の流動資産の増減額（△は増加）」並びに投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「差入保証金の回収による収入」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期

間において区分掲記しております。なお、前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含まれる「持分法による投資損益（△は益）」及び「その他の流動資産の増減額（△は増加）」並びに投資

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「差入保証金の回収による収入」は、それぞれ2,287千円、

△5,782千円、3,587千円であります。

前第２四半期連結累計期間まで区分掲記していた、投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の取得

による支出」及び「貸付金の回収による収入」は、重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結累計期間において

投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累計期間の投

資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「無形固定資産の取得による支出」及び「貸付金の回収

による収入」は、それぞれ△2,733千円、1,187千円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日)

（四半期連結貸借対照表関係）

前第２四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めていた「貯蔵品」は、四半期連結財務諸表規

則の変更により当第２四半期連結会計期間において「原材料及び貯蔵品」として区分掲記することとしておりま

す。なお、前第２四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「貯蔵品」は、5,169千円であります。
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【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日)

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。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　552,369千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　546,944千円

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  28,867千円

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  31,433千円

※３　長期性預金の内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 長期性預金の内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。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 865,021千円

賞与引当金繰入額 218,572〃

退職給付費用 39,673〃

役員賞与引当金繰入額 24,000〃

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 881,825千円

賞与引当金繰入額 186,173〃

退職給付費用 36,949〃

　 　 　

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 418,998千円

賞与引当金繰入額 109,811〃

退職給付費用 16,611〃

役員賞与引当金繰入額 12,000〃

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 444,342千円

賞与引当金繰入額 83,701〃

退職給付費用 18,803〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四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（平成20年９月30日現在）

現金及び預金 6,579,698千円

現金及び現金同等物 6,579,698千円

※１  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四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（平成21年９月30日現在）

現金及び預金 6,129,946千円

預入期間が３か月超の定期預金 △140,000 〃

現金及び現金同等物 5,989,946千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１

日　至　平成21年９月30日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 500,250

　

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２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ― ― 290,928

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 290,928

(注)平成19年６月21日、平成20年６月19日及び平成21年６月18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、それぞれ平成21年９月12日から平成23年９月11日、

平成22年６月20日から平成27年６月19日及び平成23年６月19日から平成28年６月18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21年６月18日
定時株主総会

普通株式 497,693 50平成21年３月31日平成21年６月19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

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年

９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】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年

９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】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年

９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。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

時価のあるその他有価証券が、企業集団の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証

券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認めら

れます。

区分 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 2,443,126 1,985,446 457,680

計 2,443,126 1,985,446 457,680

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容
　 第７回（平成21年）ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役７名、当社従業員411名
子会社取締役３名、子会社従業員108名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　500,000株

付与日 平成21年７月１日

権利確定条件
付与日（平成21年７月１日）以降、権利確定日（平成23年
６月18日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 平成21年７月１日から平成23年６月18日まで

権利行使期間 平成23年６月19日から平成28年６月18日まで

権利行使価格（円） 1,047

付与日における公正な評価単価（円） 222
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,290円69銭
　

　 　

１株当たり純資産額 1,301円80銭
　

　

(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 14,312,263 14,345,797

普通株式に係る純資産額(千円) 12,847,372 12,957,986

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 290,928 198,384

  少数株主持分 1,173,962 1,189,425

普通株式の発行済株式数(株) 10,454,100 10,454,100

普通株式の自己株式数(株) 500,250 500,238

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) 9,953,850 9,953,862

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 70.54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。
　

１株当たり四半期純利益金額 12.29円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 12.29円
　

　

(注)１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 681,670 122,345

普通株式に係る四半期純利益(千円) 681,670 122,345

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) 9,663,956 9,953,858

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 1,434

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金額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

平成20年６月19日開催
の定時株主総会の特別決
議による会社法第236条、
第238条及び第239条の規
定に基づく新株予約権。
この概要は、「新株予約

権等の状況」に記載のと
おりであります。

―
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第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 24.32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。

　

１株当たり四半期純利益金額 3.21円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 3.21円
　

　

(注)１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 254,237 31,956

普通株式に係る四半期純利益(千円) 254,237 31,956

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) 10,453,956 9,953,854

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 1,426

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金額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

平成20年６月19日開催
の定時株主総会の特別決
議による会社法第236条、
第238条及び第239条の規
定に基づく新株予約権。
この概要は、「新株予約

権等の状況」に記載のと
おりであります。

―
 

　

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11月４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    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    芝　　田　　雅　　也    印

　

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２四半期連結

会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月２日

株式会社アルゴグラフィックス

取　締　役　会　  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　 久   保   伸   介   印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   芝   田   雅   也   印

　

　

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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年９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21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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