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1.  平成23年7月期第3四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年4月30日）

（注）
１．平成22年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年７月期第３四半期の対前年同四半期増減率については、記載して
おりません。
２．平成22年７月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

(2) 連結財政状態

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年7月期第3四半期 2,100 22.5 114 149.1 124 140.7 40 48.3
22年7月期第3四半期 1,715 ― 45 ― 51 ― 27 ―

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

23年7月期第3四半期 1,786.40 1,774.73
22年7月期第3四半期 1,201.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年7月期第3四半期 1,464 879 60.0 38,790.73
22年7月期 1,377 851 61.7 37,547.77

（参考） 自己資本 23年7月期第3四半期 878百万円 22年7月期 850百万円

2.  配当の状況

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無

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

22年7月期 ― 0.00 ― 550.00 550.00
23年7月期 ― 0.00 ―
23年7月期
（予想） 1,000.00 1,000.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無 無

売上高 営業利益 経常利益 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 2,873 19.3 176 67.9 184 70.2 74 98.3 3,311.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 有
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．当社は、平成22年７月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年7月期3Q 23,730株 22年7月期 23,730株
② 期末自己株式数 23年7月期3Q  1,083株 22年7月期 1,083株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期3Q 22,647株 22年7月期3Q 22,706株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部に景気回復や企業収益改善の兆しがみられ

るものの、為替の円高基調や海外景気の下振れ懸念、及び平成23年３月11日に発生した東日本大震災に

よる日本経済への影響が懸念され、先行き不透明な状況が続いております。

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、企業のIT投資意欲は改善しつつあるもの

の、先行きの不透明感が増したことからIT投資予算の縮小、延期、投資対効果に対する精査等、厳しい

状況が続いております。また、携帯電話市場にあっては、iPhoneやAndroid等のスマートフォン及びタ

ブレット型端末の普及が本格化してきており、今後も新しい技術や多種多様なサービスの展開に向けた

需要は続き、同市場を取り巻く環境は大きく変化していくものと予想されます。

このような状況のもと、当社グループは引き続きソフトウエア開発を中心としたソリューションの受

託開発、運用・保守事業の拡大に注力するとともに、新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化を掲げ、

顧客ニーズに合わせたITサービスの提供等に努めてまいりました。

業務体制につきましては、今後の成長軌道の確立を実現するために、平成22年８月より「営業本部」

を新設し、より効率的で機動力のある営業体制を確立するとともに、顧客への戦略的な営業展開、顧客

ニーズに対応した横断的なソリューションサービスの提案に努め、営業力・受注力の拡大に取り組んで

まいりました。

平成22年11月には、事務所費用の削減、コミュニケーションロスの削減、業務効率及び生産性の向上

を目的として本社及び分室の２か所の拠点を１か所に集約する本社移転が完了し、今後の収益獲得体制

を整えると共に、プロジェクト管理等を徹底し、生産性の向上によるコストの圧縮、経費の削減に努め

たことにより、営業利益、経常利益及び四半期純利益は前年同期を大幅に上回りました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,100,333千円(前年同期比22.5％増)、営業利益

114,295千円（同149.1％増）、経常利益124,306千円（同140.7％増）、四半期純利益40,456千円（同

48.3％増）となりました。

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ226,057千円増加し、1,236,066千円となりました。この主な要

因は、受取手形及び売掛金が83,796千円減少したものの、社債発行等により現金及び預金が308,423千

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142,148千円減少し、225,461千円となりました。この主な要因

は、本社移転による事務所設備等の取得により有形固定資産が57,662千円増加したものの、旧本社の保

証金の返還等により投資その他の資産が97,244千円、ソフトウエアの減価償却及び減損損失等により無

形固定資産が102,566千円減少したことによるものであります。

繰延資産は、2,716千円となりました。これは社債発行費によるものであります。

この結果、当第３四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86,625千円増

加し、1,464,244千円となりました。

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ52,357千円減少し、463,571千円となりました。この主な要因

は、賞与引当金が37,120千円増加したものの、支払手形及び買掛金が68,155千円、短期借入金が18,000

千円減少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110,923千円増加し、121,279千円となりました。この主な要因

は、社債が80,000千円増加、資産除去債務が17,772千円増加したことによるものであります。

この結果、当第３四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58,566千円増

加し、584,850千円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ28,059千円増加し、879,393千円となりました。この主な要

因は、平成22年７月期の期末配当を行ったものの、四半期純利益40,456千円を計上したことにより利益

剰余金が28,000千円増加したことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第３四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、652,034

千円となり、前連結会計年度末に比べ308,423千円の増加となりました。

当第３四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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、179,743千円（前年同期は

18,459千円の資金の使用）となりました。

この主な内訳は、仕入債務の減少額68,155千円、本社移転損失引当金の減少額17,026千円の計上等に

よる資金の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益を62,403千円計上、売上債権の減少額

83,796千円、減価償却費67,666千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は、69,474千円（前年同期は

128,927千円の資金の使用）となりました。

この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出39,102千円等の資金の減少要因があった一方、差入

保証金の回収による収入87,430千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、59,205千円（前年同期は

134,907千円の資金の獲得）となりました。

この主な内訳は、短期借入金の純減少額18,000千円等の資金の減少要因があったことによるものであ

ります。

通期の連結業績予想につきましては、平成23年３月４日に公表しております「子会社の解散に伴う特

別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」に変更はありません。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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完全子会社であったエクシーダ株式会社は、平成23年３月23日をもって清算結了したため、連結の範

囲から除外しております。

① 簡便な会計処理

（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、連結会計年度に係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。

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環

境に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連

結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を

加味したものを利用する方法により算定しております。

（製品保証見積高の算定方法）

当第３四半期連結会計期間末の製品保証実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の製品保証実績率等を使用して製品保証見積高を算定して

おります。

② 特有の会計処理

（税金費用の計算）

税金費用については、当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

合理的に見積もり、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。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（会計処理基準に関する事項の変更）

資産除去債務に関する会計基準の適用

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

れぞれ2,312千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

17,669千円であります。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成23年４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７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 652,034 343,610

受取手形及び売掛金 458,529 542,325

仕掛品 38,130 43,516

原材料及び貯蔵品 407 181

その他 90,720 94,658

貸倒引当金 △3,756 △14,284

流動資産合計 1,236,066 1,010,008

固定資産

有形固定資産 87,833 30,170

無形固定資産 30,411 132,977

投資その他の資産

その他 107,752 204,996

貸倒引当金 △535 △535

投資その他の資産合計 107,217 204,461

固定資産合計 225,461 367,610

繰延資産

社債発行費 2,716 －

繰延資産合計 2,716 －

資産合計 1,464,244 1,377,618

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 26,803 94,958

短期借入金 162,000 180,000

未払法人税等 3,371 21,094

賞与引当金 94,996 57,876

製品保証引当金 6,300 9,800

本社移転損失引当金 － 17,026

その他 170,100 135,173

流動負債合計 463,571 515,929

固定負債

社債 80,000 －

資産除去債務 17,772 －

その他 23,506 10,355

固定負債合計 121,279 10,355

負債合計 584,850 526,284
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年４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７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 319,445 319,445

資本剰余金 279,445 279,445

利益剰余金 328,559 300,558

自己株式 △48,860 △48,860

株主資本合計 878,588 850,587

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △95 △243

評価・換算差額等合計 △95 △243

新株予約権 900 990

純資産合計 879,393 851,334

負債純資産合計 1,464,244 1,377,618
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

売上高 1,715,182 2,100,333

売上原価 1,175,630 1,406,191

売上総利益 539,552 694,142

販売費及び一般管理費 493,662 579,846

営業利益 45,889 114,295

営業外収益

受取利息 1,537 698

投資有価証券評価益 3,150 3,245

助成金収入 － 10,455

投資有価証券割当益 2,034 －

その他 1,564 301

営業外収益合計 8,287 14,699

営業外費用

支払利息 949 3,389

支払手数料 1,494 1,156

その他 92 142

営業外費用合計 2,536 4,689

経常利益 51,640 124,306

特別利益

固定資産売却益 － 17,047

貸倒引当金戻入額 － 10,528

特別利益合計 － 27,575

特別損失

固定資産除却損 94 52

本社移転関連費用 － 26,455

減損損失 － 45,875

その他 － 17,094

特別損失合計 94 89,478

税金等調整前四半期純利益 51,545 62,403

法人税等 24,262 21,946

少数株主損益調整前四半期純利益 － 40,456

四半期純利益 27,283 40,456
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４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 51,545 62,403

減価償却費 36,421 67,666

減損損失 － 45,875

固定資産除却損 94 52

投資有価証券評価損益（△は益） △3,150 △3,245

投資有価証券割当損益（△は益） △1,960 －

本社移転損失引当金の増減額(△は減少) － △17,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,267 △10,528

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,148 37,120

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,000 △3,500

受取利息及び受取配当金 △1,537 △698

支払利息 949 3,389

売上債権の増減額（△は増加） △229,062 83,796

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,729 5,159

仕入債務の増減額（△は減少） 52,547 △68,155

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,135 652

その他 17,161 14,915

小計 △45,169 217,878

利息及び配当金の受取額 1,537 698

利息の支払額 △1,057 △3,983

法人税等の支払額 △2,804 △21,292

法人税等の還付額 29,033 －

その他 － △13,557

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,459 179,743

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 △3,725 △39,102

無形固定資産の取得による支出 △125,551 △27,213

無形固定資産の売却による収入 － 48,608

差入保証金の回収による収入 － 87,430

その他 349 △247

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,927 69,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 △18,000

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,623

社債の発行による収入 － 97,140

自己株式の取得による支出 △8,434 －

配当金の支払額 △170 △12,117

その他 △1,487 △3,193

財務活動によるキャッシュ・フロー 134,907 59,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,479 308,423

現金及び現金同等物の期首残高 202,367 343,610

現金及び現金同等物の四半期末残高 189,887 652,034
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該当事項はありません。

（事業の種類別セグメント情報）

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日)

当社グループの事業は、単一事業である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３四半期連結累計期間(自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

（海外売上高）

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

（セグメント情報）

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年８月１日 至 平成23年４月30日)

当社グループは、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は省略しております。

（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。

該当事項はありません。

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（注）１．この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。

２．平成22年７月期第３四半期につきましては、個別財務諸表を開示しておりません。つきまして、前第３四

半期累計期間の四半期損益計算書につきましては、記載しておりません。

①四半期貸借対照表（個別）

4. 参考資料

  (1）四半期財務諸表（個別）

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成23年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 652,034 316,392

受取手形及び売掛金 458,529 519,774

仕掛品 38,130 43,139

原材料及び貯蔵品 407 181

その他 90,720 92,042

貸倒引当金 △3,756 △14,121

流動資産合計 1,236,066 957,408

固定資産

有形固定資産 87,833 28,328

無形固定資産 30,411 69,840

投資その他の資産

その他 107,752 320,175

貸倒引当金 △535 △535

投資その他の資産合計 107,217 319,640

固定資産合計 225,461 417,809

繰延資産

社債発行費 2,716 －

繰延資産合計 2,716 －

資産合計 1,464,244 1,375,217

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 26,803 104,202

短期借入金 162,000 180,000

未払法人税等 3,371 18,660

賞与引当金 94,996 53,130

製品保証引当金 6,300 9,800

本社移転損失引当金 － 17,026

その他 170,100 124,194

流動負債合計 463,571 507,013

固定負債

社債 80,000 －

資産除去債務 17,772 －

その他 23,506 10,355

固定負債合計 121,279 10,355

負債合計 584,850 517,369
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成23年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 319,445 319,445

資本剰余金 279,445 279,445

利益剰余金 328,559 307,072

自己株式 △48,860 △48,860

株主資本合計 878,588 857,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △95 △243

評価・換算差額等合計 △95 △243

新株予約権 900 990

純資産合計 879,393 857,848

負債純資産合計 1,464,244 1,375,217
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②四半期損益計算書（個別）

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

売上高 2,058,721

売上原価 1,352,541

売上総利益 706,179

販売費及び一般管理費 541,995

営業利益 164,184

営業外収益

受取利息 864

投資有価証券評価益 3,245

助成金収入 10,455

業務受託料 1,000

その他 551

営業外収益合計 16,115

営業外費用

支払利息 3,240

支払手数料 1,156

その他 142

営業外費用合計 4,540

経常利益 175,759

特別利益

固定資産売却益 17,047

貸倒引当金戻入額 10,365

特別利益合計 27,412

特別損失

本社移転関連費用 25,551

関係会社株式評価損 105,942

その他 16,892

特別損失合計 148,385

税引前四半期純利益 54,786

法人税等 20,843

四半期純利益 33,942
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第１四半期連結会計期間より事業区分の変更を行っております。このため、前年同期比較については、

前年同四半期実施値を変更後の区分に組み替えて行っております。

①生産実績

当第３四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。

(注) １ 金額は、製造原価によっております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 連結会社間取引については相殺消去をしております。

②受注実績

当第３四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ Ｇガイドモバイル関連及び自社プロダクト等のサービス提供については、受注生産を行っていないた

め、受注実績の記載をしておりません。

5. その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

事業の名称

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

生産高(千円)
前年同期比

(％)

ソフトウエア受託開発 1,406,191 119.6

合計 1,406,191 119.6

事業の名称

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

受注高(千円)
前年同期比

(％)
受注残高(千円)

前年同期比
(％)

ソフトウエア受託開発 1,940,337 107.2 511,610 100.6

合計 1,940,337 107.2 511,610 100.6
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③販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 連結会社間取引については相殺消去をしております。

事業の名称

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

販売高(千円)
前年同期比

(％)

ソフトウエア受託開発 2,100,333 122.5

合計 2,100,333 122.5

相手先

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱エヌ・ティ・ティ・ド
コモ

377,226 22.0 631,963 30.1

㈱フルキャスト 36,120 2.1 225,431 10.7

テックファーム㈱ （3625） 平成23年７月期　第３四半期決算短信

－ 14 －




