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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(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 ％

22年2月期第1四半期 168 ― △18 ― △41 ― 142 ―

21年2月期第1四半期 220 △47.6 △32 ― △21 ― △24 ―

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

22年2月期第1四半期 4,982.70 ―

21年2月期第1四半期 △873.58 ―

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

22年2月期第1四半期 4,365 2,227 38.6 59,217.61
21年2月期 2,082 1,569 75.4 55,000.54

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,686百万円 21年2月期  1,569百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

1,580 ― △20 ― △27 ― 122 ― 4,276.95

通期 4,410 483.0 90 ― 75 ― 170 ― 5,959.68
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4.  その他 

(1) 期中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）  有  

詳細は、４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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期連結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、「四半期連結財務諸規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1社 （社名 株式会社ピーアール・ライフ ） 除外 1社 （社名 DR Fortress, LLC ）

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） 22年2月期第1四半期 28,825株 21年2月期  28,825株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  347株 21年2月期  291株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 28,525株 21年2月期第1四半期 28,567株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融危機により、景況感の悪

化が続いており、企業業績の鈍化、個人消費の減少と厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような環境のもと、システムソリューション事業につきましては、携帯キャリア向けのITコン

サルティング、文書管理システムや業務支援システムなどを提供し堅調に推移しております。 

データセンター事業につきましては、米国ハワイ州においてDR Fortress,LLCが安定したインター

ネット接続環境を提供してまいりましたが、同社のユニットを平成21年5月11日付でセブンシーズホ

ールディングス株式会社へ譲渡したことにより、当第１四半期連結会計期間末をもって連結の範囲か

ら除外しております。 

また、同日付で株式会社ピーアール・ライフの株式をセブンシーズホールディングス株式会社から

取得し、子会社化しており、当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表に含めておりま

す。 

この結果、当第１四半期連結会計期間につきましては、売上高168百万円、営業損失18百万円とな

りました。経常損益につきましては、急激な円高により為替差損が12百万円発生したため、経常損失

41百万円となりました。四半期純損益につきましては、関係会社株式売却益を183百万円計上したこ

となどにより四半期純利益は142百万円となりました。 

  

平成21年5月11日付で株式会社ピーアール・ライフの株式をセブンシーズホールディングス株式会社

から取得し、子会社化しており、当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表に含めておりま

す。 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,587百万円増加し、3,303百万円となりました。これは、

現金及び預金が1,635百万円、受取手形及び売掛金が549百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ304百万円減少し、1,062百万円となりました。これは、長期

貸付金が370百万円増加したものの有形固定資産が678百万円、のれんが221百万円減少したことなど

によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2,282百万円増加し、4,365百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,557百万円増加し、1,837百万円となりました。これは、

買掛金が555百万円、短期借入金が880百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ67百万円増加し、299百万円となりました。これは、役員退

職慰労引当金が289百万円増加したことなどによります。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて658百万円増加し、2,227百万円となりました。これは、

少数株主持分が541百万円、利益剰余金が142百万円増加したことなどによります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

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

(1) 資産・負債及び純資産の状況
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当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間の営業活動の結果、減少した資金は14百万円となりました。これは主に

支払利息の支出によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間の投資活動の結果、増加した資金は703百万円となりました。これは主

に債権譲渡による収入によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間の財務活動の結果、減少した資金は1百万円となりました。これは主に

自己株式の取得によるものです。 

  

平成22年２月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、総じて計画通りに推

移しており、平成21年４月27日「業績予想修正」において発表いたしました業績予想からは変更あり

ません。 

 また、DR Fortress,LLCのユニット譲渡に伴い、当第１四半期会計期間のみ連結の範囲に含め、株

式会社ピーアール・ライフの株式取得に伴い、第２四半期会計期間より業績に寄与してまいります。 

  
  

連結除外：DR Fortress,LLC 
前期末において当社の連結子会社であったDR Fortress,LLCは、平成21年５月11日付で当社の親会社

であるセブンシーズホールディングス株式会社へ譲渡いたしました。 
  
連結取得：株式会社ピーアール・ライフ 
前期末において当社の親会社であるセブンシーズホールディングス株式会社の子会社であった株式会

社ピーアール・ライフを、平成21年５月11日付で当社の連結子会社といたしました。 
  

該当事項はございません。 
  

当連結会計年度より「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
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

(2) キャッシュフローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,924,600 288,612

受取手形及び売掛金 615,620 65,750

有価証券 － 17,051

たな卸資産 58,761 55,484

関係会社短期貸付金 540,000 200,000

その他 169,134 89,006

貸倒引当金 △5,115 －

流動資産合計 3,303,002 715,905

固定資産   

有形固定資産 40,539 719,530

無形固定資産   

のれん 417,155 638,463

その他 51,492 1,749

無形固定資産合計 468,648 640,213

投資その他の資産   

長期貸付金 370,305 －

その他 217,467 6,403

貸倒引当金 △34,953 －

投資その他の資産合計 552,820 6,403

固定資産合計 1,062,008 1,366,147

資産合計 4,365,010 2,082,053

負債の部   

流動負債   

買掛金 577,061 21,596

短期借入金 1,080,000 200,000

未払法人税等 1,314 －

賞与引当金 13,792 －

その他 165,721 58,910

流動負債合計 1,837,889 280,506

固定負債   

退職給付引当金 4,806 4,586

役員退職慰労引当金 289,001 －

その他 5,440 227,574

固定負債合計 299,248 232,161

負債合計 2,137,138 512,667
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 983,800 983,800

資本剰余金 774,915 774,915

利益剰余金 △14,560 △156,691

自己株式 △57,756 △55,781

株主資本合計 1,686,399 1,546,242

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 － 23,143

評価・換算差額等合計 － 23,143

少数株主持分 541,473 －

純資産合計 2,227,872 1,569,385

負債純資産合計 4,365,010 2,082,053
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 168,230

売上原価 101,847

売上総利益 66,383

販売費及び一般管理費 85,121

営業損失（△） △18,737

営業外収益  

受取利息 1,477

その他 47

営業外収益合計 1,524

営業外費用  

支払利息 12,133

為替差損 12,229

その他 22

営業外費用合計 24,384

経常損失（△） △41,598

特別利益  

関係会社株式売却益 183,946

特別利益合計 183,946

税金等調整前四半期純利益 142,348

法人税、住民税及び事業税 217

四半期純利益 142,131
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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 142,348

減価償却費 14,029

のれん償却額 20,511

為替差損益（△は益） 12,391

退職給付引当金の増減額（△は減少） 220

受取利息及び受取配当金 △1,477

支払利息 12,133

関係会社株式売却損益（△は益） △183,946

売上債権の増減額（△は増加） 9,910

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,277

仕入債務の増減額（△は減少） △3,408

その他 △22,681

小計 △3,245

利息及び配当金の受取額 1,477

利息の支払額 △12,133

法人税等の支払額 △932

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,834

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 △3,016

関係会社株式の取得による支出 △195,819

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

101,412

債権譲渡による収入 841,301

短期貸付金の増減額（△は増加） △40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 703,878

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,974

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 689,325

現金及び現金同等物の期首残高 305,664

現金及び現金同等物の四半期末残高 994,989
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
（注）1．事業区分の方法 

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

2．各事業区分の主要な役務提供内容 

 
3．セグメント別資産の著しい金額の変動 

当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったDR Fortress,LLCのユニットを譲渡したこ

とにより同社が行なっていたデータセンター事業の資産が、前連結会計年度末比1,421,388千円減少しており

ます。また株式会社ピーアール・ライフの株式を取得し、新たにメディアソリューション事業を新設したこと

により、同事業の資産が前連結会計年度末比3,116,294千円増加しております。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間末に、メディアソリューション事業を行っている株式会社ピーアール・ライフを

連結の範囲に含めたため、当該事業を新たな事業の種類別セグメントとしております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)

システムソリュ

ーション事業 

（千円）

データセンター

事業 

（千円）

計 

（千円）

消去 

又は全社 

（千円）

連結 

（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高

（1）外部顧客に対する

売上高
60,387 107,843 168,230 ─ 168,230

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─

計 60,387 107,843 168,230 ─ 168,230

営業費用 56,886 93,065 149,951 37,016 186,968

営業利益 

（又は営業損失△）

3,501 14,777 18,278 (37,016) △18,737

事業区分 主要サービス

システムソリューション事業
コンサルティング、システムインテグレーション 
ソフトウェア開発、ソフトウェアプロダクト販売

データセンター事業 データセンター運営
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 
（注）国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 
（注）1．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

2. 海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

平成21年６月29日をもって会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の全額にあたる245,950
千円を減少し、その他資本剰余金に振替えております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 

（千円）

米国 

（千円）

計 

（千円）

消去 

又は全社 

（千円）

連結 

（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高

（1）外部顧客に対する

売上高
60,387 107,843 168,230 ─ 168,230

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─

計 60,387 107,843 168,230 ─ 168,230

営業費用 56,886 93,065 149,951 37,016 186,968

営業利益 

（又は営業損失△）
3,501 14777 18,278 (37,016) △18,737

３ 海外売上高

米国 

（千円）

計 

（千円）

Ⅰ 海外売上高 107,843 107,843

Ⅱ 連結売上高 ─ 168,230

Ⅲ 連結売上高に占める 

 海外売上高の割合（％）
64.1 64.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

セブンシーズ・テックワークス㈱　(2338)　平成22年２月期第１四半期決算短信

-10-



  

「参考」

【前年同四半期にかかる財務諸表】

(1) (要約) 四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日)

前第１四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年５月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 220,273

Ⅱ 売上原価 171,210

   売上総利益 49,063

Ⅲ 販売費及び一般管理費 81,647

    営業損失(△) △32,584

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,570

 ２ 為替差益 13,407

 ３ その他 1,992 16,970

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 6,004 6,004

    経常損失(△） △21,619

Ⅵ 特別損失

   海外税金還付請求 

   否認損失
3,110

税金等調整前 

第１四半期純損失(△)
△24,729

   法人税、住民税 

   及び事業税
237

   法人税等調整額 ─ 237

第１四半期純損失(△) △24,966
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(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日)

前第１四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年５月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前 

   第１四半期純損失（△）
△24,729

 ２ 減価償却費 13,747

 ３ のれん償却額 22,389

 ４ 為替差損益(差益：△) △13,407

 ５ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 148

 ６ 受取利息及び受取配当金 △1,570

 ７ 支払利息 6,004

 ８ 海外税金還付請求否認損失 3,110

 ９ 売上債権の増減額（増加：△） 67,457

 10 たな卸資産の増減額（増加：△） △19,919

 11 仕入債務の増減額（減少：△） △61,970

 12 その他 2,418

    小計 △6,320

 13 利息及び配当金の受取額 1,570

 14 利息の支払額 △6,004

 15 法人税等の支払額 △950

   営業活動によるキャッシュ・フロー △11,705

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 △19,854

 ２ 貸付けによる支出 △100,000

 ３ その他 5

   投資活動によるキャッシュ・フロー △119,849

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△) 100,000

 ２ 長期借入れによる収入 ─

   財務活動によるキャッシュ・フロー 100,000

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,766

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △35,321

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 399,857

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  第１四半期末残高
364,536
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