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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年７月期第２四半期 7,591 25.6 1,659 95.8 1,672 94.6 1,105 96.0

2022年７月期第２四半期 6,045 － 847 － 859 － 563 －

（注）包括利益 2023年７月期第２四半期 1,101百万円 （96.0％） 2022年７月期第２四半期 562百万円（－％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2023年７月期第２四半期 44.15 －

2022年７月期第２四半期 22.53 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年７月期第２四半期 10,497 6,566 62.6

2022年７月期 9,576 5,715 59.7

（参考）自己資本 2023年７月期第２四半期 6,566百万円 2022年７月期 5,715百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年７月期 － 8.00 － 10.00 18.00

2023年７月期 － 11.00

2023年７月期（予想） － 14.00 25.00

（注）１　直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

１．2023年７月期第２四半期の連結業績（2022年８月１日～2023年１月31日）

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を前第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、

2022年７月期第２四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。このため、対前年同四半期

増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

２　2023年２月24日付で「第２四半期及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」を開示し、配当予想を修正しております。



（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 15,000 15.9 3,100 47.6 3,126 47.4 2,044 48.3 81.65

（注）１　直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年７月期２Ｑ 25,042,528株 2022年７月期 25,042,528株

②  期末自己株式数 2023年７月期２Ｑ 9,419株 2022年７月期 8,574株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年７月期２Ｑ 25,033,439株 2022年７月期２Ｑ 25,034,995株

３．2023年７月期の連結業績予想（2022年８月１日～2023年７月31日）

２　2023年７月期の業績予想は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等について、現時点で想定される影響を見込んで算定しておりま
す。なお、2023年２月24日付で「2023 年７月期第２四半期（累計）連結業績予想及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を
開示し、2023年７月期の業績予想を修正しております。

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、経済情勢等様々な不確定要素により

これらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（2022年８月１日～2023年１月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症に対する各種政策の効果もあり、個人の消費等は緩やかに持ち直しの動きが見られます。ただし、長期化する

ウクライナ情勢等による不透明感が増す中、原材料の価格上昇や金融資本市場の変動等による経済への影響に対

し、引き続き注視する必要があります。

当社グループが属する情報サービス業界においては、新型コロナウイルス感染症の再拡大等により、ソフトウェ

アに対する投資において、影響が出る可能性があります。

このような状況のもと、当社グループは、ITの有効活用が必要な中堅・中小企業顧客の経営課題を解決するため

の商材を「リアル」と「Web」の両面から開発・提案し、顧客の企業力強化を図ることを「CROSS-OVER シナジー」

戦略とし取り組んでまいりました。

「CROSS-OVER シナジー」戦略は、当社グループが提唱してきた独自の提案スタイルで、「リアル」と「Web」そ

れぞれの商材を複合的に提案することで、顧客の業務効率と販売力強化を実現するものであり、当社グループにと

って商談時の競合力を強化するだけでなく、顧客満足度も向上させるものであります。この戦略効果により、当社

グループが重視するストック型ビジネス商材の販売実績が大きく伸長し、利益体質の強化が図られております。

販売実績につきましては、「リアル」面では、主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の商品力の

強化を、業種別に継続して進め、販売面でもパートナー企業との連携に加え、コロナ禍においては、Web会議を利

用した打合せ等を積極的に行うことによって、豊富な業種別の導入事例をもとに顧客毎に最適なシステム活用方法

をご提案させていただくことで、受注実績も堅調に推移いたしました。

収益面につきましても、前連結会計年度における半導体不足によるサーバー機器の納品遅延の影響の解消等によ

り売上高は増加いたしました。また、ストック売上高の増加やパッケージの機能強化による売上総利益率の向上等

により各段階利益も前四半期連結累計期間の業績を上回る結果となりました。

「Web」面では、複数ネットショップ一元管理ソフトである「CROSS MALL」について、新たなショッピングモー

ルとの連携開発を当期も継続して取り組んでまいりました。今後も引き続き、複数モールとの連携機能強化を行う

とともに、既存の顧客から機能面における要望を収集し、迅速に新機能として反映させることで、商品力を向上さ

せ販売実績を伸ばしてまいります。また、ネットショップと実店舗のポイント・顧客一元管理ソフトである

「CROSS POINT」につきましても、販売実績を伸ばしております。

当四半期連結累計期間においても、継続して製品の開発に注力しており、将来における新たな技術開発による市

場競争力向上に向け、研究開発費34,828千円を計上しております。島根県松江市の研究開発拠点である「アイル松

江ラボ」においては、プログラミング言語「Ruby」によるシステム強化の活動を本格的に始動しており、今後も研

究開発人員を増加し、研究開発活動の強化を図ってまいります。

この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は売上高7,591,235千円（前年同期比25.6%増）、営業利益

1,659,297千円（前年同期比95.8%増）、経常利益1,672,825千円（前年同期比94.6%増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益1,105,344千円（前年同期比96.0%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べて920,734千円増加し、10,497,572

千円となりました。これは主に、ソフトウエア183,681千円等が減少した一方、現金及び預金519,654千円、受取手

形、売掛金及び契約資産257,271千円、商品107,592千円、ソフトウエア仮勘定197,976千円等が増加したことによ

ります。

　また、負債合計は、前連結会計年度末と比べて69,755千円増加し、3,931,202千円となりました。これは主に、

流動負債の「その他」に含まれる未払金59,751千円、未払費用74,351千円等が減少した一方、流動負債の「その

他」に含まれる未払消費税等184,447千円等が増加したことによります。

　純資産合計は、前連結会計年度末と比べて850,978千円増加し、6,566,369千円となりました。これは主に、剰余

金の配当250,339千円による減少があった一方、親会社株主に帰属する四半期純利益1,105,344千円等による増加が

あったことによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年９月７日に公表しました2023年７月期第２四半期（累計）連結業績予想及び連結業績予想につき、2023年

２月24日発表の「2023年７月期第２四半期（累計）連結業績予想及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」

に記載しております。詳細は該当開示資料をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,640,173 4,159,828

受取手形、売掛金及び契約資産 3,223,530 3,480,802

商品 228,508 336,100

仕掛品 15,521 17,640

その他 144,479 152,403

貸倒引当金 △2,350 △2,760

流動資産合計 7,249,863 8,144,015

固定資産

有形固定資産 464,869 478,168

無形固定資産

ソフトウエア 512,403 328,722

ソフトウエア仮勘定 313,823 511,800

その他 1,739 1,739

無形固定資産合計 827,966 842,262

投資その他の資産

繰延税金資産 440,877 437,674

その他 593,863 597,165

貸倒引当金 △603 △1,714

投資その他の資産合計 1,034,137 1,033,125

固定資産合計 2,326,973 2,353,556

資産合計 9,576,837 10,497,572

負債の部

流動負債

買掛金 466,354 476,316

未払法人税等 588,360 598,796

賞与引当金 89,500 94,000

製品保証引当金 23,686 14,842

その他 966,417 941,748

流動負債合計 2,134,318 2,125,704

固定負債

退職給付に係る負債 1,148,449 1,196,561

役員退職慰労引当金 404,250 433,774

資産除去債務 174,428 175,162

固定負債合計 1,727,129 1,805,498

負債合計 3,861,447 3,931,202

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 354,673 354,673

資本剰余金 319,673 319,673

利益剰余金 5,029,121 5,884,126

自己株式 △9,997 △10,080

株主資本合計 5,693,472 6,548,394

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 21,918 17,974

その他の包括利益累計額合計 21,918 17,974

純資産合計 5,715,390 6,566,369

負債純資産合計 9,576,837 10,497,572
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

売上高 6,045,663 7,591,235

売上原価 2,917,491 3,455,201

売上総利益 3,128,172 4,136,034

販売費及び一般管理費 2,280,624 2,476,736

営業利益 847,547 1,659,297

営業外収益

受取手数料 6,621 10,689

補助金収入 6,033 3,237

その他 231 80

営業外収益合計 12,885 14,006

営業外費用

支払利息 607 439

その他 － 38

営業外費用合計 607 478

経常利益 859,825 1,672,825

特別利益

受取保険金 2,577 －

特別利益合計 2,577 －

特別損失

固定資産除却損 1,163 9

特別損失合計 1,163 9

税金等調整前四半期純利益 861,239 1,672,816

法人税、住民税及び事業税 350,128 562,529

法人税等調整額 △52,821 4,941

法人税等合計 297,307 567,471

四半期純利益 563,932 1,105,344

親会社株主に帰属する四半期純利益 563,932 1,105,344

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

四半期純利益 563,932 1,105,344

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 △1,866 △3,943

その他の包括利益合計 △1,866 △3,943

四半期包括利益 562,065 1,101,401

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 562,065 1,101,401

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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