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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２四半期
連結累計期間

第27期
第２四半期
連結累計期間

第26期
第２四半期
連結会計期間

第27期
第２四半期
連結会計期間

第26期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22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22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９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) 10,900,62313,019,1785,169,5066,552,24523,037,352

経常利益 (千円) 293,190 555,478 102,206 277,9921,094,054

四半期(当期)純利益 (千円) 122,345 271,427 31,956 174,161 744,063

純資産額 (千円) ― ― 14,312,26314,609,74814,864,699

総資産額 (千円) ― ― 19,275,26520,753,98020,771,341

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,290.691,324.701,355.17

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 12.29 27.27 3.21 17.50 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) 12.29 ─ 3.21 ─ 74.75

自己資本比率 (％) ― ― 66.7 63.5 64.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 731,692 573,491 ― ― 1,092,753

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 67,591 982,562 ― ― △135,608

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △517,296△557,936 ― ― △575,000

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 5,989,9467,081,1736,089,044

従業員数 (名) ― ― 682 712 723

(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27期第２四半期連結累計期間及び第27期第２四半期連結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22年９月30日現在

従業員数(人) 712

 （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９月30日現在

従業員数(人) 438

 （注）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。
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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 3,037,875 ―

システム構築支援 1,710,458 ―

ＨＷ保守・その他 376,443 ―

小計 5,124,777 ―

ＥＤＡ事業 　 　

ＥＤＡソリューション 44,358 ―

合計 5,169,135 ―

(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」は主に保守等に係る原価であり、主として外部からの仕入費用であります。
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 3,561,754 ― 1,027,572 ―

システム構築支援 2,050,140 ― 237,032 ―

ＨＷ保守・その他 455,218 ― 157,112 ―

小計 6,067,113 ― 1,421,717 ―

ＥＤＡ事業 　 　 　 　

ＥＤＡソリューション 323,122 ― 585,511 ―

合計 6,390,236 ― 2,007,228 ―

(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。
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(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 3,771,381 ―

システム構築支援 2,027,028 ―

ＨＷ保守・その他 438,119 ―

小計 6,236,528 ―

ＥＤＡ事業 　 　

ＥＤＡソリューション 315,716 ―

合計 6,552,245 ―

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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、アジアを中心とした新興国市場の需要拡大によ
りゆるやかな回復の兆しを見せたものの、外国為替市場における急激な円高や証券市場の低迷から抜
け出すことができず、依然として先行き不透明な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や為替
変動の影響を受けにくい収益体質を構築するための生産体制の見直しが、今までにない世界的な規模
で進行しております。
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、本年２月に買収した㈱ＨＩＴ（旧社名：伯東インフォメーション・テクノロジー㈱）と事業統
合を図るなど、シェアの拡大に積極的に取り組みました。　
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6,552百万円（前年同四半期比
26.7%増）、営業利益は236百万円（同238.4%増）、経常利益は277百万円（同172.0%増）、四半期純利益
は、174百万円（同445.0%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が回復傾向にあること及び㈱ＨＩＴとの事業統
合効果などにより売上高が6,236百万円、営業利益は271百万円となりました。
ＥＤＡ事業につきましては、売上高が315百万円、営業利益は△30百万円となりました。
なお連結営業利益236百万円は、各事業の営業利益の合計額から各事業に共通する費用4百万円を控
除しております。

　
(2) 財政状態の分析

(1)資産、負債及び純資産の状況　
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17百万円減少し、20,753百万円となりました。
①資産　

流動資産は、現金及び預金が107百万円減少、受取手形及び売掛金が225百万円増加、仕掛品が126百
万円増加、その他が203百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比32百万円増の14,813百
万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が43百万円減少、無形固定資産のうち、のれんが8百万円減少、その他が

35百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が91百万円減少、長期預金が100百万円増加、
その他が29百万円増加したことにより、前連結会計年度末比49百万円減の5,940百万円となりまし
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た。

　
②負債　

流動負債は、買掛金が423百万円増加、未払法人税等が91百万円減少、賞与引当金が11百万円減少、
役員賞与引当金が20百万円増加、その他が199百万円減少したことにより、前連結会計年度末比141百
万円増の4,909百万円となりました。
固定負債は、退職給付引当金が110百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比96百万円

増の1,234百万円となりました。
この結果、負債合計は前連結会計年度末比237百万円増の6,144百万円となりました。

　
③純資産　

純資産は、利益剰余金が226百万円減少、その他有価証券評価差額金が70百万円減少、為替換算調整
勘定が6百万円減少、新株予約権が42百万円増加、少数株主持分が5百万円増加したことにより、前連
結会計年度末比254百万円減の14,609百万円となりました。
　

(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725百万円増加（同11.4%）し、7,081百万円となりました。
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306百万円増加し、137百万円となりました。
収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益277百万円、賞与引当金の増加額176百万円、仕入債

務の増加額791百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額739百万円、前受金の減少額285百
万円、その他の流動負債の減少額358百万円であります。

　
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692百万円増加し、680百万円となりました。
収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入2,240百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の

預入による支出1,040百万円、長期預金の預入による支出500百万円であります。

　
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47百万円増加（同127.2％）し、84百万円と
なりました。
支出の内訳は、短期借入金の返済による支出50百万円、配当金の支払額34百万円であります。

　

(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109百万円であります。
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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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12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】

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22年９月30日)

新株予約権の数 (個） 4,393

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） 439,300

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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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22年９月30日)

新株予約権の数 (個） 4,832

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） 483,200

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。
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(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７月１日～
平成22年９月30日

― 10,454,100― 1,337,718― 1,445,118

　
(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22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

ビービーエイチ　フォー　フィデリティー　ロー
プライス　ストック　ファンド
(常任代理人㈱三菱東京UFJ銀行)

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

515,000 4.92

㈱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

(東京都中央区月島4-16-13)
344,387 3.29

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
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

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

㈱タムロン 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385 180,000 1.72

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 180,000 1.72

計 ― 5,660,737 54.15

(注)  １．当社自己株式であります。

２．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２四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
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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22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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,108 1,100 1,080 1,038 1,027 999

最低(円) 1,009 1,004 956 949 940 951

(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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22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21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※３
 8,921,173

※３
 9,029,044

受取手形及び売掛金 5,214,223 4,988,566

商品 101,016 110,450

仕掛品 132,622 6,448

原材料及び貯蔵品 12,576 12,449

その他 436,199 639,951

貸倒引当金 △4,058 △5,258

流動資産合計 14,813,752 14,781,651

固定資産

有形固定資産 ※１
 444,856

※１
 488,400

無形固定資産

のれん 19,599 28,194

その他 119,688 154,693

無形固定資産合計 139,288 182,887

投資その他の資産

投資有価証券 2,185,044 2,276,806

長期預金 ※３
 1,900,000

※３
 1,800,000

その他 1,271,037 1,241,595

投資その他の資産合計 5,356,082 5,318,401

固定資産合計 5,940,227 5,989,689

資産合計 20,753,980 20,771,341

負債の部

流動負債

買掛金 2,906,783 2,482,962

未払法人税等 241,425 332,970

賞与引当金 352,800 363,859

役員賞与引当金 20,000 －

その他 1,388,803 1,588,557

流動負債合計 4,909,814 4,768,350

固定負債

役員退職慰労引当金 － 13,994

退職給付引当金 981,998 871,876

その他 252,419 252,419

固定負債合計 1,234,417 1,138,291

負債合計 6,144,231 5,906,642
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 11,344,878 11,571,143

自己株式 △598,333 △598,333

株主資本合計 13,529,381 13,755,646

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △322,478 △252,270

為替換算調整勘定 △21,002 △14,257

評価・換算差額等合計 △343,481 △266,528

新株予約権 213,330 170,400

少数株主持分 1,210,517 1,205,180

純資産合計 14,609,748 14,864,699

負債純資産合計 20,753,980 20,771,341
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 10,900,623 13,019,178

売上原価 8,480,537 10,172,623

売上総利益 2,420,086 2,846,554

販売費及び一般管理費合計 ※１
 2,203,447

※１
 2,372,773

営業利益 216,638 473,781

営業外収益

受取利息 22,426 31,162

受取配当金 21,182 23,254

持分法による投資利益 － 20,983

補助金収入 53,125 －

その他 4,212 9,209

営業外収益合計 100,947 84,610

営業外費用

減価償却費 － 1,372

持分法による投資損失 15,572 －

為替差損 － 1,044

その他 8,822 495

営業外費用合計 24,394 2,913

経常利益 293,190 555,478

特別損失

事務所移転費用 14,134 －

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 14,134 16,910

税金等調整前四半期純利益 279,056 538,568

法人税、住民税及び事業税 154,792 253,968

法人税等調整額 968 △3,996

法人税等合計 155,760 249,972

少数株主損益調整前四半期純利益 － 288,596

少数株主利益 950 17,169

四半期純利益 122,345 271,427
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【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
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 5,169,506 6,552,245

売上原価 4,005,742 5,160,637

売上総利益 1,163,763 1,391,607

販売費及び一般管理費合計 ※１
 1,093,788

※１
 1,154,828

営業利益 69,975 236,779

営業外収益

受取利息 11,086 14,776

持分法による投資利益 － 16,813

補助金収入 26,476 －

その他 4,591 11,242

営業外収益合計 42,153 42,833

営業外費用

減価償却費 － 686

持分法による投資損失 3,504 －

為替差損 2,169 721

その他 4,248 212

営業外費用合計 9,922 1,620

経常利益 102,206 277,992

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 88,071 277,992

法人税、住民税及び事業税 16,064 88,034

法人税等調整額 43,091 21,842

法人税等合計 59,156 109,877

少数株主損益調整前四半期純利益 － 168,114

少数株主損失（△） △3,041 △6,046

四半期純利益 31,956 174,161
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 279,056 538,568

減価償却費 79,194 88,115

株式報酬費用 92,544 42,930

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） △76,808 △11,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,878 110,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △13,994

受取利息及び受取配当金 △43,609 △54,416

持分法による投資損益（△は益） 15,572 △20,983

売上債権の増減額（△は増加） 1,365,583 △225,656

たな卸資産の増減額（△は増加） 270,780 △116,866

前渡金の増減額（△は増加） △41,687 152,772

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） △885,128 423,821

前受金の増減額（△は減少） 118,098 △105,775

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,042 69,245

その他の流動負債の増減額（△は減少） △80,188 △67,032

その他 9,577 9,709

小計 1,068,954 856,409

利息及び配当金の受取額 44,637 60,655

利息の支払額 － △253

法人税等の支払額 △381,899 △343,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,692 573,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △17,030 －

定期預金の預入による支出 △40,000 △1,040,000

定期預金の払戻による収入 － 2,740,000

長期預金の預入による支出 － △700,000

差入保証金の差入による支出 △18,486 －

差入保証金の回収による収入 104,338 12,107

預け金の回収による収入 29,862 －

その他 8,907 △29,544

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,591 982,562
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 － △50,000

配当金の支払額 △498,684 △498,636

少数株主への配当金の支払額 △18,600 －

その他 △12 △9,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,296 △557,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,406 △5,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 286,394 992,129

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
 5,989,946

※１
 7,081,173
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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22年４月１日  至　平成22年９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

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1,726千円減少し、税金等調整前四半期純利益が

18,636千円減少しております。

　

【表示方法の変更】
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22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収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は2,059千円であります。

前第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1,517千円、3,294千円であります。

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２四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２四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「その他の流動資

産の増減額（△は増加）」、投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の取得による支出」及び「差入

保証金の差入による支出」、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、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「その他の流動資産の増減額（△は増加）」、「有形固定資産の取得による支出」、「差入保証金の差入

による支出」及び「少数株主への配当金の支払額」は、それぞれ△7,887千円、△8,409千円、△1,943千円、△9,300千

円であります。
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当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日  至　平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結会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２四半期連結会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２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は947千円であります。

前第２四半期連結会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」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第２四半期連結会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

連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「減価償却費」758千円であります。

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２四半期連結会計期間では

「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。

　
【簡便な会計処理】
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22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。
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【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22年９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　　650,705千円 ※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  26,822千円

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800,000千円及び長期預金

1,900,000千円は、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21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 881,825千円

賞与引当金繰入額 186,173〃

退職給付費用 36,949〃

　 　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 1,000,493千円

賞与引当金繰入額 204,290〃

退職給付費用 53,862〃

役員賞与引当金繰入額 20,000〃

　
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
(自  平成22年７月１日
至  平成22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 444,342千円

賞与引当金繰入額 83,701〃

退職給付費用 18,803〃

　 　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 490,155千円

賞与引当金繰入額 98,785〃

退職給付費用 24,975〃

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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 △140,000千円

現金及び現金同等物 5,989,946千円

※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22年９月30日現在）

現金及び預金 8,921,173千円

預入期間が３か月超の定期預金 △1,840,000千円

現金及び現金同等物 7,081,173千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１

日　至　平成22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 ― ― 213,330

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 213,330

(注)新株予約権残高のうち67,044千円は平成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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(セグメント情報等)

【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21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第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21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第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21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第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。
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【セグメント情報】

（追加情報）

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ＰＬＭ事業 ＥＤＡ事業 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 12,292,458726,72013,019,178 ― 13,019,178

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,517 ― 1,517 △1,517 ―

計 12,293,975726,72013,020,695△1,51713,019,178

セグメント利益又は
損失（△)

451,023 31,352 482,375 △8,594 473,781

（注） １. セグメント利益の調整額は、のれんの償却額△8,594千円であります。

　 　　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。
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ＰＬＭ事業 ＥＤＡ事業 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 6,236,528315,7166,552,245 ― 6,552,245

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,382 ― 1,382 △1,382 ―

計 6,237,911315,7166,553,627△1,382 6,552,245

セグメント利益又は
損失（△)

271,188△30,111 241,076 △4,297 236,779

 （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２四半期連結会計期間末(平成22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 1,912,391 530,734

計 2,443,126 1,912,391 530,734
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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22年９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 1,324.70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２四半期
連結会計期間末
(平成22年９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) 14,609,748 14,864,699

普通株式に係る純資産額(千円) 13,185,899 13,489,119

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 213,330 170,400

  少数株主持分 1,210,517 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21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

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
　

１株当たり四半期純利益金額 27.27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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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) 122,345 271,427

普通株式に係る四半期純利益(千円) 122,345 271,427

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) 9,953,858 9,953,850

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

― ―

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

28/32



　

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
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

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
　

１株当たり四半期純利益金額 17.50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
(自  平成22年７月１日
至  平成22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) 31,956 174,161

普通株式に係る四半期純利益(千円) 31,956 174,161

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) 9,953,854 9,953,850

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

─ ─

　
　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22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

　

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

会社アルグ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２四半期連結

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22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22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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