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1.  平成21年7月期第3四半期の業績（平成20年8月1日～平成21年4月30日） 

(注) 
１．当社は平成20年７月期第２四半期より業績の開示を始めたため、平成20年７月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
２．平成21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、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。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年7月期第3四半期 1,338 ― △30 ― △40 ― △29 ―
20年7月期第3四半期 1,588 ― 149 ― 131 ― 73 ―

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

21年7月期第3四半期 △1,278.56 ―
20年7月期第3四半期 3,381.77 3,315.75

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

21年7月期第3四半期 1,051 854 81.2 37,389.78
20年7月期 1,139 954 83.7 40,173.15

（参考） 自己資本   21年7月期第3四半期  853百万円 20年7月期  953百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00
21年7月期 ― 0.00 ―
21年7月期 

（予想）
150.00 150.00

3.  平成21年7月期の業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 2,000 △3.5 47 △66.3 32 △74.2 18 △74.8 795.63
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

(注)詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年7月期第3四半期 23,730株 20年7月期  23,730株
② 期末自己株式数 21年7月期第3四半期  893株 20年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年7月期第3四半期 23,287株 20年7月期第3四半期 21,748株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載されている業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、業況の変
化等により予想値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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、添付資料の５ペー
ジ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご確認ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危

機、株価・為替の大幅な変動などの影響により、企業収益や雇用情勢は急速に悪化し、景気後退の動きが

強まりました。 

 当社が属する情報サービス業界におきましても、企業収益の悪化や景気の先行き不透明感などを受けて

企業の設備投資の抑制傾向が顕著となり、投資案件の規模縮小や凍結又は延期が増加し、さらに、案件数

減少によるIT企業間の価格競争の激化など、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。また、携帯電話

関連業界にあっては、固定通信と移動通信の融合や次世代ネットワーク（NGN）（注１）の商用サービス

提供地域の拡大、サービスと端末の多様化・高度化など、事業環境が急速に変化する局面を迎えており、

新しい技術とサービスの進展に向けた需要は依然として堅調ではありますが、景気の悪化を受け、投資に

対する抑制傾向は今後も続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社は、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、顧客のニーズに合

わせた新しい技術及びサービスの提案などに努めてまいりました。しかしながら、景気悪化による企業の

IT投資抑制の影響を受け売上高が伸び悩んだこと、また、固定資産の減損損失5,897千円が発生したこと

などにより、当第３四半期累計期間の売上高は1,338,464千円、営業損失30,893千円、経常損失40,015千

円、四半期純損失29,773千円となりました。 

  

事業部門別の業績を示すと次のとおりであります。 

  

①プロフェッショナルサービス事業 

有力顧客とのビジネス拡大に注力し、安定・継続的な開発案件の獲得に努めてまいりましたが、景気の

悪化を受けて新規案件の獲得が困難であったこと、案件規模が全体的に縮小したことにより、受注が伸び

悩みました。これに伴い第３四半期累計期間の売上高は1,067,331千円となりました。 

  

②クロスメディアサービス事業 

主力サービスである「Ｇガイドモバイル」（注２）及び携帯電話向け高速メール配信ASPサービス

「STAR SERIES for MAIL」のサービス提供を行いました。これに伴い第３四半期累計期間の売上高は

241,490千円となりました。 

  

③コアテクノロジー事業 

新たな収益事業に向けて研究・開発を行うかたわら、新規コンサルティング案件の獲得、移動体通信事

業者への継続的なコンサルティングを行っております。また、文章相関分析型の検索エンジン

「toranosuke」（注３）の販売や完全冗長化の仮想専用サーバ「USF」（注４）のサービス提供を開始い

たしました。これに伴い第３四半期累計期間の売上高は29,642千円となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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（注１）次世代ネットワーク（NGN＝Next Generation Network） 

  従来の電話回線とは異なり、インターネットで利用されているIP（Internet Protocol）と呼ばれる通信規

  約を使って電話回線を構築した、新しい統合ネットワーク 

  

（注２）Ｇガイドモバイル 

  テレビ番組表とAVリモコン機能が一つになった携帯電話向けアプリケーション 

    Ｇガイド、G-GUIDE、Ｇガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、及びＧガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide

  International,Inc.又はその関係会社の日本国内における登録商標です。 

  

（注３）toranosuke 

  文章相関分析型検索エンジン。検索対象の文章が持つ特殊性と、その文章を構成する単語群の相関性に着 

  目し、検索語の観点から見た文章の特殊性を評価して必要な情報を検索するエンジン 

  

（注４）USF 

  完全冗長化の商用水準、仮想専用サーバサービス。仮想化技術によるユーティリティー利用を可能にした

  サービスプラットフォーム 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ155,809千円減少し、805,088千円となりました。この主な要因は、

仕掛品が20,363千円増加したものの、投資有価証券の購入及び自己株式の取得などに伴い現金及び預金

が184,539千円減少したことなどによるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ68,196千円増加し、246,657千円となりました。この主な要因は、

投資有価証券の購入などに伴い投資その他の資産が41,678千円増加、ソフトウエア開発に伴う無形固定

資産が39,578千円増加したことなどによるものであります。 

 この結果、当第３四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87,612千円減少し、

1,051,746千円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べ16,826千円増加し、196,885千円となりました。この主な要因は、

未払法人税等が21,795千円減少したものの、賞与引当金が36,037千円増加したことなどによるものであ

ります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ5,000千円減少し、残高はありません。これは、長期借入金5,000千

円を返済したことによるものであります。 

 この結果、当第３四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11,826千円増加し、

196,885千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べ99,438千円減少し、854,860千円となりました。この主な要因

は、平成20年７月期の期末配当28,476千円を行ったこと、自己株式の取得41,188千円などによるもので

あります。   

  

2. 財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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、417,969千円と

なり、前事業年度末と比べ184,539千円の減少となりました。 

 当第３四半期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３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、7,015千円となりました。この主な

要因は、法人税等の支払額49,630千円、税引前四半期純損失44,773千円など資金の減少要因があったも

のの、売上債権の減少額41,619千円、賞与引当金の増加額36,037千円、減価償却費27,479千円など資金

の増加要因が大きか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３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、114,685千円となりました。この主

な要因は、自社利用ソフトウエア開発に伴う無形固定資産の取得による支出55,347千円、投資有価証券

の取得による支出50,000千円など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３四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、76,869千円となりました。この主な

要因は、自己株式の取得による支出41,605千円、配当金の支払額27,763千円などによるものでありま

す。 

  

当社をとりまく事業環境は、世界的な景気後退及び企業収益の悪化を受けて、企業の設備投資の抑制傾

向が顕著となってきており、ビジネス環境は今後も厳しさが続くものと想定しております。しかしなが

ら、経営・営業活動等の効率化、コスト削減、新しい技術及びサービスの強化に向けた設備投資への企業

の関心は依然として高く、需要は引き続き底堅く推移するものと見込んでおります。 

 当社といたしましては、これらの状況を踏まえ、今後も有力顧客との関係強化と戦略的パートナーシッ

プの構築により、安定的かつ高収益を実現できる事業構造への転換を図るとともに、特に通信分野におい

て新規提案に注力するなどビジネス拡大に努めてまいります。 

 通期の業績予想につきましては、平成21年２月27日に公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想

の修正等に関するお知らせ」に変更はありません。 

  
※本資料における予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績

は、業況の変化などにより予想値と異なる可能性があります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（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、事業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、前事業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ので、前事業年度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ます。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当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。 

 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。 

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、個別法による原価法から個別法による原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,969 602,509

受取手形及び売掛金 209,334 250,954

仕掛品 67,007 46,643

原材料及び貯蔵品 212 470

その他 116,164 67,269

貸倒引当金 △5,600 △6,950

流動資産合計 805,088 960,897

固定資産   

有形固定資産 28,990 42,051

無形固定資産 62,750 23,171

投資その他の資産   

その他 174,814 133,135

貸倒引当金 △19,897 △19,897

投資その他の資産合計 154,917 113,238

固定資産合計 246,657 178,461

資産合計 1,051,746 1,139,358

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,426 11,585

1年内返済予定の長期借入金 7,500 10,000

未払法人税等 － 21,795

賞与引当金 99,307 63,270

その他 83,652 73,408

流動負債合計 196,885 180,059

固定負債   

長期借入金 － 5,000

固定負債合計 － 5,000

負債合計 196,885 185,059

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 296,169 354,418

自己株式 △41,188 －

株主資本合計 853,870 953,308

新株予約権 990 990

純資産合計 854,860 954,298

負債純資産合計 1,051,746 1,139,358
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 1,338,464

売上原価 854,231

売上総利益 484,233

販売費及び一般管理費 515,127

営業損失（△） △30,893

営業外収益  

受取利息 872

助成金収入 660

その他 83

営業外収益合計 1,616

営業外費用  

支払利息 155

投資有価証券評価損 10,165

その他 417

営業外費用合計 10,737

経常損失（△） △40,015

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,350

特別利益合計 1,350

特別損失  

固定資産除却損 210

減損損失 5,897

特別損失合計 6,108

税引前四半期純損失（△） △44,773

法人税等 △15,000

四半期純損失（△） △29,773
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △44,773

減価償却費 27,479

減損損失 5,897

固定資産除却損 210

投資有価証券評価損益（△は益） 10,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,350

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,037

受取利息及び受取配当金 △872

支払利息 155

売上債権の増減額（△は増加） 41,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,105

仕入債務の増減額（△は減少） △5,158

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,916

その他 19,548

小計 55,936

利息及び配当金の受取額 872

利息の支払額 △163

法人税等の支払額 △49,630

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,015

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △50,000

有形固定資産の取得による支出 △6,016

無形固定資産の取得による支出 △55,347

関係会社株式の取得による支出 △3,100

その他 △221

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,685

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △7,500

自己株式の取得による支出 △41,605

配当金の支払額 △27,763

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △184,539

現金及び現金同等物の期首残高 602,509

現金及び現金同等物の四半期末残高 417,969
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 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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(1) (要約)四半期損益計算書 

 
  

【参考資料】

前年同四半期に係る財務諸表

前第３四半期累計期間

(自 平成19年８月１日

 至 平成20年４月30日)

区分 金額(千円) 百分比(％)

Ⅰ 売上高 1,588,859 100.0

Ⅱ 売上原価 954,555 60.0

      売上総利益 634,304 40.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 484,332 30.5

      営業利益 149,972 9.5

Ⅳ 営業外収益 344 0.0

Ⅴ 営業外費用 18,770 1.2

      経常利益 131,546 8.3

    税引前四半期純利益 131,546 8.3

      法人税、住民税及び事業税 58,000

      法人税等調整額 ― 58,000 3.7

      四半期純利益 73,546 4.6
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間

(自 平成19年８月１日

 至 平成20年４月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １ 税引前四半期純利益 131,546

  ２ 減価償却費 32,570

  ３ 株式交付費 1,448

  ４ 貸倒引当金の増減額 15,335

  ５ 賞与引当金の増減額 55,548

  ６ 受取利息及び受取配当金 △258

  ７ 支払利息 297

  ８ 売上債権(破産更生債権含む)の 

    増減額(△は増加)
△17,775

  ９ たな卸資産の増減額(△は増加) △29,385

  10 仕入債務の増減額(△は減少) △2,216

  11 未払消費税等の増減額(△は減少) 2,678

  12 その他 9,399

     小計 199,187

  13 利息及び配当金の受取額 258

  14 利息の支払額 △300

  15 法人税等の支払額 △74,215

     営業活動によるキャッシュ・フロー 124,929

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 有形固定資産の取得による支出 △22,077

  ２ 無形固定資産の取得による支出 △8,842

  ３ 投資有価証券の取得による支出 △9,652

  ４ その他 △15,929

     投資活動によるキャッシュ・フロー △56,502

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 短期借入金の返済による支出 △4,500

  ２ 長期借入金の返済による支出 △7,500

  ３ 株式の発行による収入 155,962

  ４ 配当金の支払額 △12,882

     財務活動によるキャッシュ・フロー 131,080

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 199,508

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 463,022

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 662,531

― 12 ―

テックファーム㈱ （3625） 平成21年７月期第３四半期決算短信（非連結）

― 12 ―



①生産実績 

当第３四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、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 部門間取引については相殺消去しております。 

  

②受注実績 

当第３四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、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 クロスメディアサービス事業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。 

  

６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

事業部門別

当第３四半期累計期間
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日)

生産高(千円)

プロフェッショナルサービス事業 742,174

クロスメディアサービス事業 98,620

コアテクノロジー事業 13,435

合計 854,231

事業部門別

当第３四半期累計期間
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日)

受注高
(千円)

受注残高 
(千円)

プロフェッショナルサービス事業 1,045,674 263,606

クロスメディアサービス事業 ― ―

コアテクノロジー事業 25,980 16,837

合計 1,071,654 280,443
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③販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、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。 

  
  

  

  

  

事業部門別

当第３四半期累計期間
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日)

販売高(千円)

プロフェッショナルサービス事業 1,067,331

クロスメディアサービス事業 241,490

コアテクノロジー事業 29,642

合計 1,338,464

相手先

当第３四半期累計期間
(自 平成20年８月１日
至 平成21年４月30日)

販売高(千円) 割合(％)

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 372,940 27.9

㈱インタラクティブ・プログラム・ガイド 239,338 17.9

㈱ディーツーコミュニケーションズ 164,914 12.3

㈱毎日コミュニケーションズ 157,177 11.7
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