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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26期
第１四半期　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　  連結累計

（会計）期間

第27期
第１四半期 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 連結累計（会計）

期間

第26期

会計期間
自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日

売上高 (千円) 5,731,117 6,466,932 23,037,352

経常利益 (千円) 190,984 277,486 1,094,054

四半期(当期)純利益 (千円) 90,388 97,265 744,063

純資産額 (千円) 14,283,597 14,367,515 14,864,699

総資産額 (千円) 19,669,772 20,173,809 20,771,341

１株当たり純資産額 (円) 1,292.51 1,300.65 1,355.17

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 9.08 9.77 74.75

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― 74.75

自己資本比率 (％) 65.4 64.2 64.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 900,266 435,504 1,092,753

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 79,170 301,911 △135,608

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △480,046 △473,320 △575,000

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 6,206,921 6,355,470 6,089,044

従業員数 (名) 683 705 723

(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26期第１四半期連結累計（会計）期間及び第27期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後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。
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２ 【事業の内容】

当第１四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１四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22年６月30日現在

従業員数(人) 705

 （注）従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(人) 433

 （注）１従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

 ２従業員数が当第１四半期連結会計期間において31名増加しております。主な理由は子会社である㈱ＨＩＴと

の事業統合により、同社から社員の転籍及び出向者を受け入れたことによるものであります。
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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１四半期連結会計期間における仕入の実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。

セグメント／サービス 仕入高(千円) 前年同四半期比(%)

ＰＬＭ事業 　 　

ＰＬＭソリューション 3,390,853 ―

システム構築支援 1,110,116 ―

ＨＷ保守・その他 426,081 ―

小計 4,927,051 ―

ＥＤＡ事業 　 　

ＥＤＡソリューション 154,733 ―

合計 5,081,785 ―

(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  「ＥＤＡソリューション」は子会社である㈱ジーダットの販売するＥＤＡ製品の売上原価であり、主に
開発技術者の人件費とそれに付随する経費であります。

４  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セグメント毎に示すと、次のとお
りであります。

セグメント／サービス 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(%)

ＰＬＭ事業 　 　 　 　

ＰＬＭソリューション 3,775,452 ― 1,237,198 ―

システム構築支援 1,390,898 ― 213,921 ―

ＨＷ保守・その他 560,156 ― 140,012 ―

小計 5,726,507 ― 1,591,132 ―

ＥＤＡ事業 　 　 　 　

ＥＤＡソリューション 554,520 ― 578,104 ―

合計 6,281,027 ― 2,169,237 ―

(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１四半期連結会計期間における販売実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。

セグメント／サービス 販売高(千円) 前年同四半期比(%)

ＰＬＭ事業 　 　

ＰＬＭソリューション 4,232,370 ―

システム構築支援 1,309,689 ―

ＨＷ保守・その他 513,869 ―

小計 6,055,929 ―

ＥＤＡ事業 　 　

ＥＤＡソリューション 411,003 ―

合計 6,466,932 ―

（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１四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１四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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部景気の悪化に底打ちの兆しが見られたもの
の、ギリシャの財政危機に端を発する欧州経済への不安が円高や株安へと波及し、企業収益にも少なか
らず影響を及ぼすという依然として厳しい状況のまま推移いたしました。　
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、環境対応製品の開発競争を本格
化させておりますが、新興国市場の開拓及びそれに適した世界規模での生産体制の見直し再編により、
従来のような国内投資は期待できない状況にあります。
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、サーバの統合や置き換えによるコスト低減を目
指した提案活動に注力するとともに、取引先企業の設備投資額の減少により業界のパイが縮小してい
く中、シェア拡大を目指して２月に伯東㈱より買収、子会社化した㈱ＨＩＴ（旧社名：伯東インフォ
メーション・テクノロジー㈱）との事業統合を実施いたしました。　
その結果として、当第１四半期連結会計期間の経営成績は、売上高が6,466百万円（前年同四半期比
12.8%増）、営業利益は237百万円（同61.6%増）、経常利益は277百万円（同45.3%増）、四半期純利益
は、97百万円（同7.6%増）となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
ＰＬＭ事業につきましては、取引先企業の設備投資額の減少傾向が底打ちしつつあること及び㈱Ｈ
ＩＴとの事業統合効果などにより売上高が6,055百万円、営業利益は179百万円となりました。
ＥＤＡ事業につきましては、同事業を担う㈱ジーダットの受注が前年同四半期に比べて好調に推移
したことにより売上高が411百万円、営業利益は61百万円となりました。
なお四半期連結損益計算書の営業利益は、各セグメントの営業利益の合計額から各セグメントに共
通する費用4百万円を控除しております。

　
（２）財政状態の分析

当第１四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597百万円減少し、20,173百万円となりました。
①資産　

流動資産は、現金及び預金が66百万円増加、受取手形及び売掛金が514百万円減少、商品が58百万円
増加、仕掛品が156百万円増加、その他が55百万円減少したことにより、前連結会計年度末比288百万
円減の14,493百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が29百万円減少、無形固定資産のうち、のれんが4百万円減少、その他が

15百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が264百万円減少、長期預金が100百万円減少、
その他が104百万円増加したことにより、前連結会計年度末比309百万円減の5,680百万円となりまし
た。
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②負債　
流動負債は、買掛金が368百万円減少、未払法人税等が181百万円減少、賞与引当金が187百万円減

少、役員賞与引当金が10百万円増加、その他が547百万円増加したことにより、前連結会計年度末比
179百万円減の4,588百万円となりました。
固定負債は、退職給付引当金が78百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比79百万円増

の1,217百万円となりました。
この結果、負債合計は前連結会計年度末比100百万円減の5,806百万円となりました。

　
③純資産　

純資産は、利益剰余金が400百万円減少、その他有価証券評価差額金が144百万円減少、為替換算調
整勘定が1百万円増加、新株予約権が30百万円増加、少数株主持分が14百万円増加したことにより、前
連結会計年度末比497百万円減の14,367百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四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、前連結会計
年度末に比べ266百万円増加（同4.4%）し、6,355百万円となりました。
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前年同四半期に比べて464百万円減少（同△51.6％）し、435百万
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260百万円、退職給付引当金の増加額78百万円、売上

債権の減少額514百万円、前渡金の減少額69百万円、前受金の増加額180百万円、その他流動負債の増
加額291百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額187百万円、たな卸資産の増加額215百
万円、仕入債務の減少額368百万円、法人税等の支払額338百万円であります。

　
②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べて222百万円増加（同281.3％）し、301百万円
となりました。
収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入500百万円であり、支出の内訳は、長期預金の預入に

よる支出200百万円であります。

　
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前年同四半期に比べて6百万円減少（同△1.4％）し、473百万円と
なりました。
支出の主な内訳は、配当金の支払額464百万円であります。

　

（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86百万円であります。
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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22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月６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22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。
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(2) 【新株予約権等の状況】

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22年６月30日)

新株予約権の数 (個） 4,415

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） 441,500

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１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数 (個） 4,866

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） 486,600

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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【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22年４月１日～
平成22年６月30日

― 10,454,100― 1,337,718― 1,445,118

　
(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、ＦＭＲ　ＬＬＣから平成22年５月７日付で関東財務局長に提出され

た大量保有報告書により平成22年４月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として当第１四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。

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（％）

FMR LLC 82 Devonshire Street,Boston,Massachusetts 02109,USA 781,600 7.48

　

(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22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) 普通株式　    500,200― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　9,952,00099,520 ―

単元未満株式 普通株式　      1,900― 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 ― 99,520 ―

　

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

11/26



　

② 【自己株式等】

平成22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

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22年
４月 ５月 　６月

最高(円) 1,108 1,100 1,080

最低(円) 1,009 1,004 956

(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１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６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１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６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り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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※３
 9,095,470

※３
 9,029,044

受取手形及び売掛金 4,474,430 4,988,566

商品 168,601 110,450

仕掛品 163,318 6,448

原材料及び貯蔵品 12,573 12,449

その他 584,375 639,951

貸倒引当金 △5,258 △5,258

流動資産合計 14,493,512 14,781,651

固定資産

有形固定資産 ※１
 458,841

※１
 488,400

無形固定資産

のれん 23,897 28,194

その他 138,955 154,693

無形固定資産合計 162,852 182,887

投資その他の資産

投資有価証券 2,012,241 2,276,806

長期預金 ※３
 1,700,000

※３
 1,800,000

その他 1,346,361 1,241,595

投資その他の資産合計 5,058,603 5,318,401

固定資産合計 5,680,296 5,989,689

資産合計 20,173,809 20,771,341

負債の部

流動負債

買掛金 2,114,790 2,482,962

未払法人税等 151,736 332,970

賞与引当金 176,453 363,859

役員賞与引当金 10,000 －

その他 2,135,991 1,588,557

流動負債合計 4,588,972 4,768,350

固定負債

役員退職慰労引当金 14,154 13,994

退職給付引当金 950,747 871,876

その他 252,419 252,419

固定負債合計 1,217,321 1,138,291

負債合計 5,806,293 5,906,642
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 11,170,716 11,571,143

自己株式 △598,333 △598,333

株主資本合計 13,355,219 13,755,646

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △396,322 △252,270

為替換算調整勘定 △12,459 △14,257

評価・換算差額等合計 △408,782 △266,528

新株予約権 201,032 170,400

少数株主持分 1,220,046 1,205,180

純資産合計 14,367,515 14,864,699

負債純資産合計 20,173,809 20,771,341
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 5,731,117 6,466,932

売上原価 4,474,794 5,011,985

売上総利益 1,256,322 1,454,947

販売費及び一般管理費合計 ※１
 1,109,659

※１
 1,217,945

営業利益 146,663 237,001

営業外収益

受取利息 11,340 16,385

受取配当金 17,174 17,910

補助金収入 26,649 －

その他 3,729 7,480

営業外収益合計 58,893 41,776

営業外費用

減価償却費 － 686

持分法による投資損失 12,067 －

為替差損 － 322

その他 2,505 283

営業外費用合計 14,572 1,292

経常利益 190,984 277,486

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,910

特別損失合計 － 16,910

税金等調整前四半期純利益 190,984 260,576

法人税、住民税及び事業税 138,728 165,933

法人税等調整額 △42,123 △25,838

法人税等合計 96,604 140,094

少数株主損益調整前四半期純利益 － 120,481

少数株主利益 3,991 23,216

四半期純利益 90,388 97,265
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 190,984 260,576

減価償却費 38,293 43,614

株式報酬費用 42,852 30,631

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,910

賞与引当金の増減額（△は減少） △216,291 △187,405

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,232 78,870

受取利息及び受取配当金 △28,515 △34,296

持分法による投資損益（△は益） 12,067 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,134,978 514,135

たな卸資産の増減額（△は増加） 300,114 △215,145

前渡金の増減額（△は増加） 83,561 69,420

その他の流動資産の増減額（△は増加） 27,954 △21,142

仕入債務の増減額（△は減少） △781,275 △368,172

前受金の増減額（△は減少） 152,438 180,140

未払消費税等の増減額（△は減少） － 61,523

その他の流動負債の増減額（△は減少） 315,360 291,065

その他 △4,919 4,561

小計 1,252,836 735,287

利息及び配当金の受取額 26,256 38,625

利息の支払額 － △150

法人税等の支払額 △378,826 △338,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 900,266 435,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 500,000

長期預金の預入による支出 － △200,000

差入保証金の回収による収入 43,960 －

預け金の回収による収入 29,862 －

その他 5,346 1,911

投資活動によるキャッシュ・フロー 79,170 301,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △461,446 △464,020

少数株主への配当金の支払額 △18,600 －

その他 － △9,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △480,046 △473,320

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,979 2,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 503,369 266,425

現金及び現金同等物の期首残高 5,703,552 6,089,044

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 6,206,921

※１
 6,355,470
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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22年４月１日  至　平成22年６月30日)

１．会計処理基準に

関する事項の変

更

「資産除去債務の関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ863千円減少し、税金等調整前四半期純利益が

17,773千円減少しております。

　

【表示方法の変更】
　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間において区分掲記していた営業外収益の「補助金収入」は、営業外収益総額の100分

の20以下となったため、当第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しております。な

お、当第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は1,112千円であります。

前第１四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めていた「減価償却費」及び「為替差損」は、

営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四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１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「減価償却費」及び「為替差損」

は、それぞれ758千円、1,125千円であります。

また、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間において区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「持分法による投

資損益（△は益）」、投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金の回収による収入」、財務活動による

キャッシュ・フローの「少数株主への配当金の支払額」は重要性が乏しくなったため、それぞれ営業活動による

キャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務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１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動による

キャッシュ・フロー及び財務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）」、「差入保証金の回収による収入」及び「少数株主への配当金の支払額」は、それぞれ△4,169千円、9,934

千円、△9,300千円であります。

前第１四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」に含めて表示していた

「未払消費税等の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、当第１四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１四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「未払消

費税等の増減額（△は減少）」は△8,883千円であります。

　
【簡便な会計処理】
　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22年６月30日)

１　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

礎として合理的な計算方法により算出する方法によっております。

２　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。
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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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　627,533千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　623,968千円

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  28,313千円

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  29,772千円

※３　現金及び預金の内2,600,000千円及び長期預金

1,700,000千円は、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 現金及び預金の内2,300,000千円及び長期預金

1,800,000千円は、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

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 437,483千円

賞与引当金繰入額 102,471〃

退職給付費用 18,145〃

　 　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 510,338千円

賞与引当金繰入額 105,505〃

退職給付費用 28,886〃

役員賞与引当金繰入額 10,000〃

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

※１  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四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６月30日現在）

現金及び預金 6,306,921千円

預入期間が３か月超の定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 6,206,921千円

※１  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四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22年６月30日現在）

現金及び預金 9,095,470千円

預入期間が３か月超の定期預金 △2,740,000千円

現金及び現金同等物 6,355,470千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１

日　至　平成22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) 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１四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ― ― 201,032

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 201,032

(注)新株予約権残高のうち54,012千円は平成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22年６月17日
定時株主総会

普通株式 497,692 50平成22年３月31日平成22年６月18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１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。

　
１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

ＰＬＭ事業は、当社グループの主要取引先である自動車、電機などの製造業を営む企業の設計及び生産

部門に対してＣＡＤシステムを、研究開発部門に対してサーバ等を販売、サポートする事業であります。

ＥＤＡ事業は、当社子会社である㈱ジーダットが開発した電子部品の設計に関するＣＡＤシステムに

ついて、主に半導体業界を中心に販売、サポートする事業であります。

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）

四半期連結損益
計算書計上額

ＰＬＭ事業 ＥＤＡ事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,055,929411,0036,466,932 ― 6,466,932

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

135 ― 135 △135 ―

計 6,056,064411,0036,467,067 △135 6,466,932

セグメント利益 179,834 61,464 241,298 △4,297 237,001

（注）１．セグメント利益の調整額は、のれんの償却額△4,297千円であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６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 1,759,041 684,085

計 2,443,126 1,759,041 684,085
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(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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,300.65円
　

　 　

１株当たり純資産額 1,355.17円
　

　
(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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 14,367,515 14,864,699

普通株式に係る純資産額(千円) 12,946,437 13,489,119

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 201,032 170,400

  少数株主持分 1,220,046 1,205,180

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) 500,250 500,250

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 9,953,850

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第１四半期連結累計期間
　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 9.08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 9.77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１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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) 90,388 97,265

普通株式に係る四半期純利益(千円) 90,388 97,265

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) 9,953,862 9,953,850

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

― ―

　

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21年７月31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１四半期連結

会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21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21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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８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    三　井　勇　治    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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結

会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22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22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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