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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24期

第２四半期連結累計期間
第23期

会計期間
自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日

自 平成25年８月１日
至 平成26年７月31日

売上高 （千円） 1,909,763 3,498,670

経常利益 （千円） 1,108 130,828

四半期（当期）純損失（△） （千円） △15,891 △8,327

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 4,298 △10,203

純資産額 （千円） 1,592,304 1,576,581

総資産額 （千円） 2,365,736 2,245,086

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △2.63 △1.39

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） － －

自己資本比率 （％） 66.8 69.7

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △203,604 48,672

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △55,026 △245,142

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △3,939 114,064

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 680,838 925,580

 
 

回次
第24期

第２四半期連結会計期間

会計期間
自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △1.11

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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 当社は第23期第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第23期第２四

半期連結累計期間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。

３ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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

（当期）純損失であるため記載しておりません。

５ 平成26年４月１日付で１株につき２株の株式分割を行っております。第23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（当期）純損失を算定しております。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、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。

 なお、当社の非連結子会社であるカデンツァ株式会社は、平成26年10月31日付で解散の決議を行い、現在清算手続

き中であります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、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重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第２ 事

業の状況 ４ 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

 

③ その他のリスクについて

 ４）新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当社では、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に従って、平成23年10月21日開催の第20回定時株主総会決議に基づき、平成23年11月

１日に当社取締役３名及び従業員２名に対し360個（72,000株）の新株予約権を付与しております。また、会社

法第236条、第238条及び第240条の規定に従って、平成26年10月30日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11

月14日に当社取締役３名、執行役員２名及び従業員12名に対し3,080個（308,000株）の新株予約権を付与してお

り、さらに、平成27年１月29日開催の取締役会において、第三者割当による新株予約権の発行を決議しておりま

す。

 平成27年１月31日現在において、当社の新株予約権の目的となる株式の数は1,317,000株となっており、当該

株式数は、これに発行済株式総数（6,380,000株）を加えた7,697,000株の17.1％に相当いたします。当該新株予

約権の行使により発行される株式は、将来的に当社の１株当たりの株式価値を希薄化させる要因となります。ま

た、当社が今後新たなストック・オプションを付与する場合にも、同様に当社の１株当たりの株式価値は希薄化

され、当社株式の株価形成にも影響を及ぼす可能性があります。

 

２【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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策及び日銀による金融緩和を背景に企業収

益や雇用環境が改善するなど、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動

の影響や海外景気の下振れリスクなど、依然として先行きは不透明な状況で推移しております。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、スマートデバイスの普及とITインフラ環境の急速な進

展などに伴い、企業戦略におけるIT投資の重要性の認識や企業競争力を高め企業の成長を促進するための戦略的な

IT投資への意欲は高まりつつあるものの、短納期化や低コスト化の要求は依然として強く、厳しい状況が続いてお

ります。

このような状況のもと、当社グループは顧客のニーズを満たすOnly OneのIT事業パートナーを目指し、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、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に努めてまいりました。その結果、既存顧客との関係強化の継続、広告

代理事業の新規取引の開拓などにより、受注及び売上高は堅調に推移いたしました。利益につきましては、引き続

きプロジェクト管理を徹底し、生産性の向上によるコスト圧縮や採用強化による外注比率の低減など、利益率の拡

大に努めてまいりました。

上記により当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,909,763千円、営業利益は9,063千円、経常利益は

1,108千円、四半期純損失は15,891千円となりました。

なお、前第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較

分析は行っておりません。
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(2）財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ100,609千円増加し、1,954,390千円となりました。この主な要因は、現金

及び預金が244,742千円減少したものの、受取手形及び売掛金が329,772千円増加したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ21,309千円増加し、405,253千円となりました。この主な要因は、有形固

定資産が8,271千円減少したものの、無形固定資産が30,551千円増加したことによるものであります。

繰延資産は、前連結会計年度末に比べ1,268千円減少し、6,092千円となりました。この主な要因は、繰延資産の

償却によるものであります。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ120,650千円増加し、

2,365,736千円となりました。

 

（負債）

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ113,768千円増加し、745,599千円となりました。この主な要因は、未払金

の増加によりその他が53,529千円、支払手形及び買掛金が32,213千円、未払法人税等が21,253千円増加したことに

よるものであります。

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ8,840千円減少し、27,833千円となりました。この主な要因は、社債の減

少によりその他が8,908千円減少したことによるものであります。

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ104,927千円増加し、

773,432千円となりました。

 

（純資産）

 純資産は、前連結会計年度末に比べ15,722千円増加し、1,592,304千円となりました。この主な要因は、為替換

算調整勘定が20,020千円増加したことによるものであります。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結累計期間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244,742千円減少し、680,838千円となりました。

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

なお、前第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較

分析は行っておりません。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、203,604千円となりました。

 この主な内訳は、未払金の増加等によるその他53,627千円、仕入債務の増加額32,213千円による資金の増加、売

上債権の増加額329,772千円、たな卸資産の増加額11,977千円による資金の減少であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、55,026千円となりました。

 この主な内訳は、無形固定資産の取得による支出44,110千円、有形固定資産の取得による支出5,753千円による

資金の減少であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、3,939千円となりました。

 この主な内訳は、自己株式の処分による収入11,424千円による資金の増加、社債の償還による支出10,000千円、

ファイナンス・リース債務の返済による支出3,463千円による資金の減少であります。

 

(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。

 

(5）研究開発活動

 当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は12,603千円であります。

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 17,000,000

計 17,000,000

 

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27年１月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成27年３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 6,380,000 6,380,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）

単元株式数

100株

計 6,380,000 6,380,000 － －

（注）提出日現在発行数には、平成27年３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】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第５回新株予約権

決議年月日 平成26年10月30日

新株予約権の数（個）   3,080

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

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）
308,000

（注）1、2

新株予約権の行使時の払込金額（円）
  1,664

（注）2

新株予約権の行使期間
自 平成28年11月１日

至 平成30年10月31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（円）

発行価格   1,667

資本組入額   834

新株予約権の行使の条件 （注）3

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできないも

のとする。

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）4

（注）１ 新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と

する。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（又は併合）の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移

転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×

 

既発行株式数＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、平成27年７月期及び平成28年７月期の営業利益（当社の有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業利益をいい、以下同様

とする。）が下記（a）乃至（c）に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本

新株予約権のうち、下記（a）乃至（c）に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度

として行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場

合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

（a）平成27年７月期の営業利益が1.5億円を超過し、かつ平成28年７月期の営業利益が3.0億円を超過した

場合：行使可能割合：30％

（b）平成27年７月期の営業利益が1.5億円を超過し、かつ平成28年７月期の営業利益が3.5億円を超過した

場合：行使可能割合：60％

（c）平成27年７月期の営業利益が1.5億円を超過し、かつ平成28年７月期の営業利益が4.0億円を超過した

場合：行使可能割合：100％

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員

又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取

締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、

当社取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権を行使することはできない。

(5) 各本新株予約権１個未満を行使することはできない。

(6) 新株予約権者は、行使時において禁錮以上の刑に処せられたことがなく、かつ、法令又は当社の内部規律

に違反し、懲戒処分を受けたことがない場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
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４ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は、新株予約権を新たに交付するものとする。

 

（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26年11月１日～

平成27年１月31日
－ 6,380,000 － 621,800 － 581,800

 

（６）【大株主の状況】

  平成27年１月31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（％）

株式会社TOKAIコミュニケーション

ズ
静岡県静岡市葵区常磐町二丁目６番８号 638,000 10.00

筒井 雄一朗 東京都目黒区 456,000 7.15

株式会社エクシング 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町三丁目８番 320,000 5.02

小林 正興 東京都大田区 318,000 4.98

株式会社読売新聞東京本社 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 264,000 4.14

株式会社ミライト 東京都江東区豊洲五丁目６番36号 200,000 3.13

山村 慶子 東京都港区 194,000 3.04

志村 貴子 東京都目黒区 175,000 2.74

株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 172,400 2.70

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10

号
145,100 2.27

計 － 2,882,500 45.18

（注）当社は平成27年１月31日現在、自己株式323,800株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.08％）を保有

しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記「大株主の状況」からは除外しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年１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　　323,800
－ －

完全議決権株式（その他）  普通株式　6,055,200 60,552 －

単元未満株式 普通株式　　　1,000 － －

発行済株式総数 6,380,000 － －

総株主の議決権 － 60,552 －

 

②【自己株式等】

平成27年１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

東京都新宿区西新宿三丁目

20番２号
323,800 ― 323,800 5.08

計 － 323,800 ― 323,800 5.08

 

 

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）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結累計期間（平成25年８月１日から平成26年１月31日まで）は四半期連結財務諸表を作成

していないため、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算

書に係る比較情報は記載しておりません。

 

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２四半期連結会計期間（平成26年11月１日から

平成27年１月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年８月１日から平成27年１月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、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。
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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）

 
前連結会計年度

(平成26年７月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 925,580 680,838

受取手形及び売掛金 733,915 1,063,688

有価証券 100,000 100,000

仕掛品 16,037 25,376

原材料及び貯蔵品 978 835

その他 79,669 85,680

貸倒引当金 △2,402 △2,029

流動資産合計 1,853,780 1,954,390

固定資産   

有形固定資産 111,382 103,110

無形固定資産   

のれん 65,252 53,017

その他 33,200 75,987

無形固定資産合計 98,452 129,004

投資その他の資産   

その他 174,791 173,820

貸倒引当金 △682 △682

投資その他の資産合計 174,109 173,138

固定資産合計 383,944 405,253

繰延資産 7,360 6,092

資産合計 2,245,086 2,365,736

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 113,146 145,360

短期借入金 ※ 300,000 ※ 300,000

未払法人税等 － 21,253

賞与引当金 31,639 32,612

製品保証引当金 14,300 16,100

受注損失引当金 － 4,000

その他 172,744 226,273

流動負債合計 631,830 745,599

固定負債   

資産除去債務 18,724 18,792

その他 17,949 9,041

固定負債合計 36,674 27,833

負債合計 668,504 773,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 621,800 621,800

資本剰余金 588,422 588,136

利益剰余金 455,064 439,173

自己株式 △99,434 △88,017

株主資本合計 1,565,853 1,561,091

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 102 271

為替換算調整勘定 △2,066 17,954

その他の包括利益累計額合計 △1,963 18,226

新株予約権 12,692 12,986

純資産合計 1,576,581 1,592,304

負債純資産合計 2,245,086 2,365,736
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（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】

 （単位：千円）

 
当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年８月１日
　至　平成27年１月31日)

売上高 1,909,763

売上原価 1,392,703

売上総利益 517,060

販売費及び一般管理費 ※ 507,997

営業利益 9,063

営業外収益  

受取利息 69

受取配当金 46

受取手数料 499

その他 479

営業外収益合計 1,094

営業外費用  

支払利息 2,704

為替差損 2,959

その他 3,384

営業外費用合計 9,048

経常利益 1,108

税金等調整前四半期純利益 1,108

法人税等 17,000

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △15,891

四半期純損失（△） △15,891
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年８月１日
　至　平成27年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △15,891

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 169

為替換算調整勘定 20,020

その他の包括利益合計 20,189

四半期包括利益 4,298

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 4,298

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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）

 
当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年８月１日
　至　平成27年１月31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 1,108

減価償却費 18,603

のれん償却額 12,234

貸倒引当金の増減額（△は減少） △372

賞与引当金の増減額（△は減少） 973

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,800

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,000

受取利息及び受取配当金 △115

支払利息 2,704

為替差損益（△は益） 473

売上債権の増減額（△は増加） △329,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,977

仕入債務の増減額（△は減少） 32,213

その他 53,627

小計 △214,498

利息及び配当金の受取額 115

利息の支払額 △2,674

法人税等の還付額 13,804

法人税等の支払額 △351

営業活動によるキャッシュ・フロー △203,604

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 △5,753

無形固定資産の取得による支出 △44,110

その他 △5,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,026

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,463

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の処分による収入 11,424

その他 △1,899

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,939

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,742

現金及び現金同等物の期首残高 925,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 680,838
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【注記事項】

（四半期連結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２四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純利益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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 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。

 
前連結会計年度

（平成26年７月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年１月31日）

融資枠設定金額 300,000千円 300,000千円

借入実行残高 300,000 300,000

差引残高 － －

 

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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年８月１日

　　至 平成27年１月31日）

給料及び手当 195,136千円

賞与引当金繰入額 7,561

貸倒引当金繰入額 1,616

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と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

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日）

現金及び預金 680,838千円

現金及び現金同等物 680,838

 

（株主資本等関係）

 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年８月１日 至 平成27年１月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年８月１日 至 平成27年１月31日）

当社グループの報告セグメントは、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。

 

（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。

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日）

(1）１株当たり四半期純損失金額 2円 63銭

（算定上の基礎）  

四半期純損失金額（千円） 15,891

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） 15,891

普通株式の期中平均株式数（株） 6,041,982

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めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

（注）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。

 

（重要な後発事象）

 第三者割当による新株予約権の発行

当社は、平成27年１月29日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使

価額修正条項付第６回新株予約権の発行を決議し、平成27年２月17日に発行価額の総額の払込手続きを完了して

おります。

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 957,000株

(2) 新株予約権数 9,570個

(3) 発行価額 新株予約権１個当たり2,000円

(4) 発行価額の総額 19,140,000円

(5) 当該発行による潜在株式数 957,000株

(6) 資金調達の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）

      2,287,499,000円（差引手取概算額）

(7) 行使価額及び行使価額の修正条件

      当初行使価額 2,387円

      上限行使価額 上限行使価額はありません。

      下限行使価額 1,592円

(8) 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。

(9) 割当日 平成27年２月17日

(10) 行使期間 平成27年２月18日～平成28年２月17日

(11) 割当先 大和証券株式会社

(12) 資本組入額

      本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める

ところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加

する資本金の額を減じた額とする。

(13) その他 当社は割当先との間で、本新株予約権の行使等について規定した覚書を締結しております。
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(14) 資金の使途

    ・株式会社EBEの普通株式67.5%相当の株式取得の対価の支払における資金

    ・米国で展開中の非接触型ICチップを用いたモバイル電子マネーに関する新事業のサービス開始に向けた

開発・事業化投資における資金

    ・事業規模拡大に向けたM&A、資本業務提携投資における資金

 

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27年３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 小   出   健   治  ㊞

 

 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26年８月１日から平成27年７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26年11月１日か

ら平成27年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年８月１日から平成27年１月31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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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連結財務諸表を

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、テックファーム株式会社及び連結子会社の平成27年１月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四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。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年1月29日開催の取締役会において、新株予約権の発行を決議

し、平成27年2月17日を払込期日として新株予約権を発行している。

 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

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 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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