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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22期

第１四半期
累計期間

第23期
第１四半期
累計期間

第22期

会計期間
自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日

自 平成25年８月１日
至 平成25年10月31日

自 平成24年８月１日
至 平成25年７月31日

売上高 (千円） 809,764 763,030 3,496,955

経常利益又は経常損失（△） (千円） △28,764 △63,518 134,539

四半期純損失（△）又は当期純利益 (千円） △16,564 △76,091 51,897

持分法を適用した場合の投資利益 (千円） － － －

資本金 (千円） 621,005 621,800 621,800

発行済株式総数 (株） 31,870 3,190,000 31,900

純資産額 (千円） 1,520,898 1,503,356 1,598,256

総資産額 (千円） 2,098,965 2,175,865 2,084,000

１株当たり四半期純損失（△）又は

１株当たり当期純利益
(円） △5.49 △25.39 17.29

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
(円） － － 17.17

１株当たり配当額 (円） － － 700

自己資本比率 (％） 72.0 68.3 76.0

（注）１  当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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22期第１四半期累計期間の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社は存在しますが、損益

等からみて重要性が乏しいため記載しておりません。第22期及び第23期第１四半期累計期間の持分法を適用

した場合の投資利益については、非連結子会社は存在しますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要

性が乏しいため記載しておりません。

４ 第22期第１四半期累計期間及び第23期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

５ 平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。第22期の期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益を算定しております。

　

２【事業の内容】

 当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスク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。

　

２【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　　

(1)業績の状況

 当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、金融緩和や各種経済政策を背景に円安・株高傾向が進行し、企

業収益や個人消費に改善の動きがみられるなど、景気は緩やかに回復しつつあるものの、新興国経済の成長鈍化や

欧州経済の低迷など、国内景気を押し下げる要因もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

 当社が属する情報サービス業界におきましても、クラウドサービス、アウトソーシング対応等へのニーズが高ま

り、投資意欲は少しずつ回復しつつあるものの、依然としてIT投資に対する慎重な姿勢や厳しい受注競争が継続し

ております。一方、携帯電話市場においては、スマートフォン及びタブレット端末の普及に伴い消費者のニーズが

多様化し、新しいサービスやソリューションの創出、システムの企画開発等の需要が拡大しております。

 このような状況のもと、当社は顧客のOnly Oneパートナーを目指し、コンサルティングから開発、運用・保守

サービスまでのワンストップソリューションの提供、顧客企業のITサービス・ITソリューションの具現化に向けた

企画・提案力を強化し、徹底した顧客志向・マーケット志向の営業に注力してまいりました。　

 また、売上拡大及び大規模なワンストップソリューションを展開するための体制強化に努めているものの、外部

パートナーとの作業スペース分散によるコミュニケーションロス等により、生産性の低下が10月初旬の本社移転ま

で継続したこと、一部開発案件において不採算案件が発生したことにより、前年同四半期と比較して減益となりま

した。　

 なお、業務効率及び生産性の向上、並びに、今後の成長に向けたブランディング強化及び人材確保を目的として

本社移転を行ったことに伴い、本社移転費用86,478千円の特別損失を計上いたしました。

 上記により当第１四半期累計期間の業績は、売上高は763,030千円（前年同四半期比5.8％減）、営業損失は

63,366千円（前年同四半期は営業損失26,620千円）、経常損失は63,518千円（前年同四半期は経常損失28,764千

円）、四半期純損失は76,091千円（前年同四半期は四半期純損失16,564千円）となりました。　

　

(2)財政状態の分析

（資産）

 流動資産は、前事業年度末に比べ160,973千円減少し、1,726,269千円となりました。この主な要因は、繰延税金

資産の計上によりその他が59,234千円、仕掛品が17,650千円増加したものの、現金及び預金が173,023千円、受取

手形及び売掛金が64,528千円減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ253,667千円増加し、444,419千円となりました。この主な要因は、本社移転に

伴い、有形固定資産が116,834千円、投資その他の資産が137,899千円増加したことによるものであります。

繰延資産は、前事業年度末に比べ829千円減少し、5,176千円となりました。この主な要因は、株式交付費及び社

債発行費の償却によるものであります。

 以上の結果、当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ91,864千円増加し、2,175,865

千円となりました。

　

（負債）

 流動負債は、前事業年度末に比べ169,865千円増加し、619,003千円となりました。この主な要因は、本社移転に

伴い、未払金が143,885千円増加したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ16,899千円増加し、53,505千円となりました。この主な要因は、本社移転に伴

い、資産除去債務が18,622千円増加したことによるものであります。

 以上の結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ186,765千円増加し、672,509千

円となりました。
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（純資産）

 純資産は、前事業年度末に比べ94,900千円減少し、1,503,356千円となりました。この主な要因は、平成25年７

月期の期末配当を行ったこと、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が97,070千円減少したことによるも

のであります。

　　

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第１四半期累計期間において、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。

　　

(4)研究開発活動

 当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、10,056千円となります。

 なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5)主要な設備

 前事業年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第１四半期累計期間に著しい変動があった

設備は、本社移転等に伴う固定資産の取得124,471千円であります。　
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第３【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 8,500,000

計 8,500,000

　

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25年10月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成25年12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 3,190,000 3,190,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）

単元株式数

100株　

計 3,190,000 3,190,000 － －

（注）提出日現在発行数には、平成25年12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】

 該当事項はありません。

　

（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25年８月１日（注） 3,158,100 3,190,000 － 621,800 － 581,800

（注）平成25年６月17日開催の取締役会決議に基づき、平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式

分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,158,100株増加し、3,190,000株となっております。　

　

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（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25年７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25年７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）
（自己保有株式）

普通株式          1,929
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式        29,971 29,971 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 31,900 － －

総株主の議決権 － 29,971 －

（注）平成25年６月17日開催の取締役会決議に基づき、平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式

分割を行っております。また、同日付で１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。なお、

上記は、株式分割前の株式数にて記載しております。　

　

②【自己株式等】

　 平成25年７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（％）

（自己保有株式）

テックファーム株式会社

東京都新宿区大久保一丁目

３番21号
1,929 － 1,929 6.05

計 － 1,929 － 1,929 6.05

（注）１　平成25年６月17日開催の取締役会決議に基づき、平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の割合で

株式分割を行っております。また、同日付で１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しておりま

す。なお、上記は、株式分割前の株式数にて記載しております。　

２　平成25年10月７日付で本社を東京都新宿区西新宿三丁目20番２号に移転いたしました。　

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）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、第１四半期会計期間（平成25年８月１日から平成25

年10月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年８月１日から平成25年10月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３ 四半期連結財務諸表について

  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）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年７月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,009,868 836,844

受取手形及び売掛金 583,329 518,801

有価証券 100,000 100,000

仕掛品 59,193 76,843

原材料及び貯蔵品 424 436

その他 137,687 196,921

貸倒引当金 △3,260 △3,578

流動資産合計 1,887,242 1,726,269

固定資産

有形固定資産 20,377 137,211

無形固定資産 99,267 98,201

投資その他の資産

その他 71,788 209,688

貸倒引当金 △682 △682

投資その他の資産合計 71,106 209,006

固定資産合計 190,751 444,419

繰延資産

株式交付費 4,575 3,889

社債発行費 1,429 1,286

繰延資産合計 6,005 5,176

資産合計 2,084,000 2,175,865

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 88,889 94,318

短期借入金
※ 150,000 ※ 150,000

未払金 76,725 220,611

未払法人税等 － 1,291

賞与引当金 29,121 38,874

製品保証引当金 15,800 15,900

受注損失引当金 290 12,400

資産除去債務 13,252 15,592

その他 75,059 70,016

流動負債合計 449,137 619,003

固定負債

社債 30,000 30,000

資産除去債務 － 18,622

その他 6,605 4,882

固定負債合計 36,605 53,505

負債合計 485,743 672,509
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年７月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 621,800 621,800

資本剰余金 581,800 581,800

利益剰余金 484,371 387,300

自己株式 △104,870 △104,870

株主資本合計 1,583,100 1,486,030

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △88 △5

評価・換算差額等合計 △88 △5

新株予約権 15,243 17,331

純資産合計 1,598,256 1,503,356

負債純資産合計 2,084,000 2,175,865
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年８月１日
　至　平成24年10月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年８月１日
　至　平成25年10月31日)

売上高 809,764 763,030

売上原価 597,628 577,062

売上総利益 212,136 185,967

販売費及び一般管理費 238,756 249,334

営業損失（△） △26,620 △63,366

営業外収益

受取利息 113 97

受取配当金 － 37

その他 727 1,931

営業外収益合計 840 2,066

営業外費用

支払利息 936 809

支払手数料 1,052 576

株式交付費償却 686 686

その他 310 145

営業外費用合計 2,985 2,218

経常損失（△） △28,764 △63,518

特別損失

固定資産除却損 － 494

本社移転費用 － 86,478

特別損失合計 － 86,972

税引前四半期純損失（△） △28,764 △150,491

法人税等 △12,200 △74,400

四半期純損失（△） △16,564 △76,091
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積

実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法に

よっております。

　

（四半期貸借対照表関係）

※ コミットメントライン及び財務制限条項

 当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契

約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成25年７月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年10月31日）

融資枠設定金額 300,000千円 300,000千円

借入実行残高 150,000 150,000

差引残高 150,000 150,000

 

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。

　

・決算期（第２四半期を含まない）の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同

期比75％以上に維持すること。　

・決算期（第２四半期を含まない）における単体の損益計算書における営業損益及び経常損益を損失となら

ないようにすること。

・決算期（第２四半期を含まない）の末日における単体の貸借対照表上の借入依存度を60％以下に維持する

こと。　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る減価償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

　
前第１四半期累計期間

（自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成25年８月１日
至 平成25年10月31日）

減価償却費 6,414千円 5,528千円

のれんの償却額 4,782 6,117
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成24年８月１日 至 平成24年10月31日）

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24年10月26日

定時株主総会
普通株式 42,781 1,400 平成24年７月31日 平成24年10月29日 利益剰余金

　

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年８月１日 至 平成25年10月31日）

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25年10月25日

定時株主総会
普通株式 20,979 700 平成25年７月31日 平成25年10月28日 利益剰余金

　

（持分法損益等）

前第１四半期累計期間（自 平成24年８月１日 至 平成24年10月31日）

関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

当第１四半期累計期間（自 平成25年８月１日 至 平成25年10月31日）

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい非連結子会社のみであるため、記載を省略しておりま

す。

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成24年８月１日 至 平成24年10月31日）

 当社は、ソフトウエア受託開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年８月１日 至 平成25年10月31日）

 当社は、ソフトウエア受託開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間

（自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成25年８月１日
至 平成25年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額 5円49銭 25円39銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 16,564 76,091

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 16,564 76,091

普通株式の期中平均株式数（株） 3,018,233 2,997,100

（注）１．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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期

純損失金額であるため記載しておりません。

２．当社は、平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純損失金額を算定しております。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

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25年12月13日

テックファーム株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 斎    藤       昇     ㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 杉   山    正   樹   ㊞

 

 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」に掲げられているテックファーム

株式会社の平成25年８月１日から平成26年７月31日までの第23期事業年度の第１四半期会計期間(平成25年８月１日から

平成25年10月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年８月１日から平成25年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期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。

 四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

 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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、テックファーム株式会社の平成25年10月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績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。

　

利害関係

 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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