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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 2,794 ― △129 ― △173 ― 12 ―

21年2月期第3四半期 752 △12.9 △53 ― △206 ― △210 ―

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3四半期 439.88 ―

21年2月期第3四半期 △7,371.43 ―

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3四半期 3,808 2,091 40.8 54,645.84
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3四半期  1,554百万円 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

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

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,410 382.4 90 ― 47 ― 142 ― 4,986.83
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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  

（注）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  有  
（注）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。 

(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。 

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3四半期 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3四半期  384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3四半期 28,475株 21年2月期第3四半期 28,580株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機以降の急激な景気悪化

に歯止めがかかりつつあるものの、依然として企業収益が悪化し、個人消費も減退するなど、引き続

き厳しい状況で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループは新規取引先の開拓を図っておりましたが、安易に受注の拡

大を優先するのではなく、慎重に案件を選別するように努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高2,794百万円、営業損失129百万円と

なりました。経常損益につきましては、引き続き円高が進み続けた影響により為替差損が53百万円発

生したため、経常損失173百万円となりました。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により四半期純利益12百万円となりました。 

事業区分別の売上高は、以下のとおりであります。 

（システムソリューション事業） 

 当事業におきましては、受託開発が景況感の悪化により売上が縮小しておりますが、iPhoneアプリケ

ーション開発代行によるダウンロード販売数が堅調に推移しております。その結果、売上高は256百万

円、売上構成比は9.2％となりました。 

（メディアソリューション事業） 

 当事業におきましては、株式会社ピーアール・ライフのもつ独創的な企画力、強力な営業力を活かし

てまいりましたが、広告不況や、案件の選別により売上は縮小傾向であり、その結果、売上高は2,430

百万円、売上構成比は87.0％となりました。 

（データセンター事業） 

 当事業におきましては、第１四半期連結会計期間末において、連結の範囲から除外しております。売

上高は107百万円、売上構成比は3.9％となりました。 

  

平成21年５月11日付で子会社であったDR Fotress,LLCのユニットを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、資産が前連結会計年度比1,421百万円減少しております。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

会社化したことにより、資産が前連結会計年度比2,619百万円増加しております。 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,114百万円増加し、2,830百万円となりました。これは、

現金及び預金が1,290百万円、関係会社短期貸付金が400百万円、受取手形及び売掛金が398百万円増

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て388百万円減少し、977百万円となりました。これは、長期

貸付金が333百万円増加したものの有形固定資産が680百万円、のれんが263百万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1,725百万円増加し、3,808百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,127百万円増加し、1,407百万円となりました。これは、

・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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買掛金が421百万円、短期借入金が630百万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て76百万円増加し、308百万円となりました。これは、役員

退職慰労引当金が298百万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522百万円増加し、2,091百万円となりました。これは、

少数株主持分が537百万円増加したことなどによります。 

  

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、前連結会計

年度末に比べて296百万円増加し、601百万円となりました。 

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３四半期連結累計期間の営業活動の結果、減少した資金は50百万円となりました。これは主に

仕入債務の減少によるものです。 

  

（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の投資活動の結果、増加した資金は597百万円となりました。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３四半期連結累計期間の財務活動の結果、減少した資金は253百万円となりました。これは主

に短期借入金の返済によるものです。 

  

平成22年２月期の連結業績予想につきましては、依然として厳しい経営環境が続くと思われます

が、新規ビジネスの伸長、費用の抑制を進めてまいります。また、為替動向は現時点では不透明なた

め、平成21年10月13日に「業績予想の修正および営業外費用計上に関するお知らせ」において公表い

たしました業績予想からは変更ありません。 

  
  

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。 
  

(簡便な会計処理) 

① 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。 

(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
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② 法人税等なら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、前連結会計年度以降に経営環境に著しい変化が生

じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年

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。 

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

  

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。 

(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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,578,665 288,612

受取手形及び売掛金 463,831 65,750

有価証券 － 17,051

たな卸資産 38,871 55,484

関係会社短期貸付金 600,000 200,000

その他 156,039 89,006

貸倒引当金 △6,841 －

流動資産合計 2,830,567 715,905

固定資産   

有形固定資産 38,729 719,530

無形固定資産   

のれん 375,440 638,463

その他 51,226 1,749

無形固定資産合計 426,667 640,213

投資その他の資産   

長期貸付金 333,555 －

その他 210,168 6,403

貸倒引当金 △31,652 －

投資その他の資産合計 512,072 6,403

固定資産合計 977,468 1,366,147

資産合計 3,808,036 2,082,053

負債の部   

流動負債   

買掛金 442,992 21,596

短期借入金 830,000 200,000

未払法人税等 5,340 －

賞与引当金 15,814 －

その他 113,404 58,910

流動負債合計 1,407,551 280,506

固定負債   

退職給付引当金 5,248 4,586

役員退職慰労引当金 298,067 －

その他 5,443 227,574

固定負債合計 308,759 232,161

負債合計 1,716,311 512,667
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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 △144,166 △156,691

自己株式 △58,994 △55,781

株主資本合計 1,555,555 1,546,242

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,372 －

為替換算調整勘定 － 23,143

評価・換算差額等合計 △1,372 23,143

少数株主持分 537,542 －

純資産合計 2,091,724 1,569,385

負債純資産合計 3,808,036 2,082,053
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,794,781

売上原価 2,456,903

売上総利益 337,878

販売費及び一般管理費 467,365

営業損失（△） △129,487

営業外収益  

受取利息 23,030

受取配当金 1,010

その他 6,025

営業外収益合計 30,067

営業外費用  

支払利息 19,227

為替差損 53,857

その他 1,279

営業外費用合計 74,364

経常損失（△） △173,785

特別利益  

関係会社株式売却益 183,946

特別利益合計 183,946

特別損失  

固定資産除却損 47

特別損失合計 47

税金等調整前四半期純利益 10,114

法人税、住民税及び事業税 4,051

法人税等調整額 △2,369

法人税等合計 1,682

少数株主損失（△） △4,094

四半期純利益 12,525

セブンシーズ・テックワークス㈱　(2338)　平成22年２月期第３四半期決算短信

-8-



【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,178,022

売上原価 1,054,622

売上総利益 123,399

販売費及び一般管理費 194,602

営業損失（△） △71,202

営業外収益  

受取利息 11,121

受取配当金 98

その他 3,286

営業外収益合計 14,506

営業外費用  

支払利息 3,497

為替差損 25,679

その他 1,073

営業外費用合計 30,250

経常損失（△） △86,946

税金等調整前四半期純損失（△） △86,946

法人税、住民税及び事業税 △11,982

法人税等調整額 6,124

法人税等合計 △5,858

少数株主損失（△） △15,382

四半期純損失（△） △65,705
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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 10,114

減価償却費 16,058

のれん償却額 62,226

為替差損益（△は益） 50,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,575

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,022

退職給付引当金の増減額（△は減少） 662

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,065

受取利息及び受取配当金 △24,041

支払利息 19,227

関係会社株式売却損益（△は益） △183,946

有形固定資産除売却損益（△は益） 47

売上債権の増減額（△は増加） 161,699

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,612

仕入債務の増減額（△は減少） △137,477

その他 △73,005

小計 △72,173

利息及び配当金の受取額 24,041

利息の支払額 △18,856

法人税等の還付額 17,884

法人税等の支払額 △932

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,037

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100,955

定期預金の払戻による収入 53,688

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） △100,000

貸付金の回収による収入 537

投資活動によるキャッシュ・フロー 597,148

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） △250,000

自己株式の取得による支出 △3,212

財務活動によるキャッシュ・フロー △253,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,124

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 601,788
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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 

(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３四半期連結会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日)

システムソリュ

ーション事業 

（千円）

メディアソリュ

ーション事業 

（千円）

計 

（千円）

消去 

又は全社 

（千円）

連結 

（千円）

売上高

（1）外部顧客に対する

売上高
105,395 1,072,626 1,178,022 ─ 1,178,022

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─

計 105,395 1,072,626 1,178,022 ─ 1,178,022

営業利益 

（又は営業損失△）

4,326 △44,089 △39,762 (31,439) △71,202

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日)

システムソリ

ューション 

事業 

（千円）

メディアソリ

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）

売上高

（1）外部顧客に対する

売上高
256,671 2,430,267 107,843 2,794,781 ─ 2,794,781

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

計 256,671 2,430,267 107,843 2,794,781 ─ 2,794,781

営業利益 

（又は営業損失△）

11,370 △55,074 14,777 △28,926 (100,561) △129,487

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

メディアソリューション事業 広告業務取扱いおよび広告表現に関する企画・制作

データセンター事業 データセンター運営
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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2,619,448千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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

３ 海外売上高

(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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「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３四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日)

前第３四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 752,132

Ⅱ 売上原価 560,977

   売上総利益 191,154

Ⅲ 販売費及び一般管理費 245,101

    営業損失 53,946

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 5,184

 ２ その他 1,466 6,651

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 34,581

 ２ 為替差損 124,919

 ３ その他 22 159,523

    経常喪失 206,818

Ⅵ 特別損失

   海外税金還付請求 

   否認損失
3,110 3,110

税金等調整前 

第３四半期純損失
209,928

   法人税、住民税 

   及び事業税
731 731

第３四半期純損失 210,660
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日)

前第３四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11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 税金等調整前 

   第３四半期純損失(△)
△209,928

 ２ 減価償却費 44,395

 ３ のれん償却額 67,467

 ４ 為替差損益(差益：△) 124,919

 ５ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 446

 ６ 受取利息及び受取配当金 △5,184

 ７ 支払利息 34,581

 ８ 売上債権の増減額（増加：△） 80,902

 ９ たな卸資産の増減額（増加：△） △39,304

 10 仕入債務の増減額（減少：△） △77,593

 11 その他 22,022

    小計 42,723

 12 利息及び配当金の受取額 5,184

 13 利息の支払額 △34,659

 14 法人税等の還付額 94,279

 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 106,578

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 △97,823

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △206

 ３ 貸付けによる支出 △200,000

 ４ その他 5

   投資活動によるキャッシュ・フロー △298,024

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 自己株式の取得による支出 △1,791

   財務活動によるキャッシュ・フロー 98,028

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,923

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

  (減少：△)
△108,161

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３四半期末(期末)残高
291,695
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