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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9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8月期第1四半期 200 △60.4 △132 ― △141 ― △295 ―

21年8月期第1四半期 505 △22.6 △265 ― △313 ― △342 ―

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8月期第1四半期 △4,813.03 ―

21年8月期第1四半期 △5,806.94 ―

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8月期第1四半期 555 206 36.9 3,240.02
21年8月期 813 486 59.8 7,952.67

（参考） 自己資本  22年8月期第1四半期  205百万円 21年8月期  486百万円

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8月期 ― ― ― ― ―

22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31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

539 △44.2 △106 ― △117 ― △268 ― △3,509.00

通期 1,270 △19.2 △73 ― △91 ― △242 ― △2,711.12



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）  無  

(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） 

（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。 

(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 

１．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注記事項について
は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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8月期第1四半期 63,660株 21年8月期 61,519株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期 372株 21年8月期 372株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 61,467株 21年8月期第1四半期 59,060株



 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、各国政府による緊急経済対策としての景気刺激策や大幅な金融緩

和などにより緩やかな回復感は見られるものの、設備投資の抑制や不安定な雇用情勢など本格的な景気回復には程遠

い、厳しい経済状況で推移しました。 

 また、国内経済は、個人消費に持ち直しの動きがみられるなど、回復の兆しは見えるものの、雇用情勢の悪化傾向

は継続しており、景気回復の自律性には乏しい傾向が見られました。 

 当社グループを取り巻く環境といたしましては、携帯電話を利用した様々なサービスが増加していく中、成長分野

と成熟分野が明確になりつつあり、サービス提供事業者間の競争激化による差別化のため、より高度なソリューショ

ン提供が要請されている状況にある一方、国内外における携帯電話出荷台数もそれぞれ前年同期比でマイナス成長に

あり、環境は依然として厳しい状況にあります。 

 このような環境の中、当社グループといたしましては、当第１四半期連結会計期間におきましては、開発クオリテ

ィの向上ならびに営業力の一層の強化を図るとともに、企業の再構築による効率的な機動力のある組織へと変革させ

るため、経営トップが陣頭指揮をとり、当社グループ戦略の再構築を進めております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は200百万円（前年同四半期比60.4％減）、経常損失は141百万円

（前年同四半期は経常損失313百万円）、四半期純損失は295百万円（前年同四半期は四半期純損失342百万円）とな

りました。 

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（システムソリューション事業） 

 システムソリューション事業につきましては、当社グループの主力セグメントであり、当事業につきましては引

き続き、稼働率の向上や効率的な開発体制の構築に取り組んでいく方針であります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当事業の売上高は132百万円（前年同四半期比60.5％減）、営業利

益は23百万円（前年同四半期は営業利益46百万円）となりました。 

（プロダクツ事業） 

 プロダクツ事業につきましては、当第１四半期連結会計期間におきましては、当社グループの強みでもあるリア

ル連携ソリューションに注力し、ハードウェアプロダクトの商品開発力の強化を行いました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当事業の売上高は49百万円（前年同四半期比127.0％増）、営業利

益は0.6百万円（前年同四半期は営業損失31百万円）となりました。 

（コンサルティング事業） 

 コンサルティング事業につきましては、当社グループのポジショニングを維持していく上で、売上高そのものよ

りも戦略的に重要なセグメントであるとの認識において展開を行っております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当事業の売上高は４百万円（前年同四半期比56.2％減）、営業利

益は0.3百万円（前年同四半期は営業利益２百万円）となりました。 

（サービス事業） 

 サービス事業につきましては、当社グループの将来的な重要セグメントとなる認識を持っており、テストラボ及

びＡＳＰサービスを中心に安定した収益基盤とさせるべく展開を行っております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当事業の売上高は14百万円（前年同四半期比89.7％減）、営業利

益は２百万円（前年同四半期は営業損失71百万円）となりました。  

  

 当第１四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

14百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には、84百万円となりました。 

 また、当第１四半期連結会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１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は74百万円(前年同四半期は296百万円の使用)と

なりました。 

 これは主に貸倒引当金の増加161百万円及び売上債権の減少57百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前

四半期純損失292百万円の減少要因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１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は47百万円(前年同四半期は35百万円の使用)とな

りました。 

 これは主に投資有価証券の売却による収入18百万円、敷金及び保証金の回収による収入43百万円等の増加要因によ

るものであります。 

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



（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において財務活動の結果得られた資金は41百万円(前年同四半期は109百万円の獲得)と

なりました。 

 これは主に、新株予約権の発行及び新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入７百万円および短期借入金の純

増加額40百万円等の増加要因によるものであります。  

  

 平成22年１月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。 

   

１. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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。 

２. 棚卸資産の評価方法 

   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切り下げを行う方法によっております。  

３. 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。 

４. 経過勘定項目の算定方法 

   合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しており

ましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した受注制作ソフトウエア開発のうち、当第１四半期連結会計期間末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(ソフトウエア開発の進捗率の見積

りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

 なお、これによる当第１四半期連結会計期間の売上高及び損益に与える影響は軽微であります。  

  

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



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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 84,638 70,403

受取手形及び売掛金 115,368 173,145

仕掛品 36,590 29,615

繰延税金資産 9,101 6,735

その他 116,948 124,398

貸倒引当金 △75,718 △48,973

流動資産合計 286,927 355,324

固定資産   

有形固定資産 26,235 28,084

無形固定資産   

のれん 11,907 12,989

その他 27,959 29,743

無形固定資産合計 39,867 42,733

投資その他の資産   

投資有価証券 467,511 473,339

繰延税金資産 870 71

敷金及び保証金 20,300 63,977

その他 6,248 6,402

貸倒引当金 △292,168 △156,918

投資その他の資産合計 202,762 386,873

固定資産合計 268,864 457,691

資産合計 555,792 813,015

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,061 7,763

短期借入金 40,000 －

1年内返済予定の長期借入金 24,456 24,770

未払金 34,560 57,959

未払法人税等 9,602 15,258

賞与引当金 11,999 5,999

その他 35,034 42,543

流動負債合計 183,714 154,294

固定負債   

長期借入金 90,735 96,849

繰延税金負債 73,087 73,402

その他 2,041 2,187

固定負債合計 165,863 172,438

負債合計 349,578 326,733



（単位：千円）

当第１四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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,364,192 3,356,655

資本剰余金 3,632,851 3,625,314

利益剰余金 △6,883,967 △6,588,125

自己株式 △14,554 △14,554

株主資本合計 98,521 379,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,532 106,992

評価・換算差額等合計 106,532 106,992

新株予約権 1,160 －

純資産合計 206,214 486,282

負債純資産合計 555,792 813,015



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

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

売上高 505,979 200,398

売上原価 365,956 147,768

売上総利益 140,023 52,630

販売費及び一般管理費 405,463 185,625

営業損失（△） △265,440 △132,995

営業外収益   

受取利息 1,546 1,364

その他 675 938

営業外収益合計 2,221 2,303

営業外費用   

支払利息 1,047 937

株式交付費 1,667 115

貸倒引当金繰入額 1,470 643

支払手数料 46,438 8,664

その他 0 42

営業外費用合計 50,622 10,402

経常損失（△） △313,841 △141,095

特別利益   

投資有価証券売却益 7,112 13,996

貸倒引当金戻入額 340 322

新株予約権戻入益 696 －

特別利益合計 8,149 14,318

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,050

たな卸資産評価損 35,688 －

貸倒引当金繰入額 － 161,673

その他 － 3,205

特別損失合計 35,688 165,928

税金等調整前四半期純損失（△） △341,380 △292,705

法人税、住民税及び事業税 4,410 6,301

法人税等調整額 △2,831 △3,164

法人税等合計 1,579 3,137

四半期純損失（△） △342,959 △295,842



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９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損失（△） △341,380 △292,705

減価償却費 11,984 4,425

のれん償却額 1,817 1,082

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,129 161,994

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,212 5,999

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △30,794 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,387 －

受取利息及び受取配当金 △1,546 △1,364

支払利息 1,047 937

株式交付費 1,667 115

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,050

投資有価証券売却損益（△は益） △7,112 △13,996

新株予約権戻入益 △696 －

たな卸資産評価損 35,688 －

支払手数料 46,438 8,664

その他の特別損益（△は益） － 3,205

売上債権の増減額（△は増加） 25,235 57,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,378 △6,974

仕入債務の増減額（△は減少） △7,567 20,297

その他 △8,053 △13,142

小計 △276,696 △62,633

利息及び配当金の受取額 447 0

利息の支払額 △862 △764

法人税等の支払額 △19,167 △8,187

その他 － △3,205

営業活動によるキャッシュ・フロー △296,279 △74,789

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 50,220 18,000

有形固定資産の取得による支出 △7,799 △13,678

無形固定資産の取得による支出 △979 －

敷金及び保証金の回収による収入 38,176 43,677

貸付けによる支出 △201,000 －

貸付金の回収による収入 86,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,381 47,998

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） － 40,000

長期借入金の返済による支出 △12,435 △6,428

株式の発行による収入 122,126 6,335

新株予約権の発行による収入 － 1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー 109,691 41,026

現金及び現金同等物に係る換算差額 △201 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222,170 14,235

現金及び現金同等物の期首残高 431,924 70,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 209,753 84,638



 当社グループは、前連結会計年度において738百万円、当第１四半期連結累計期間において132百万円の大幅な

営業損失を計上し、また当第１四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローも74百万円のマイナスとなってい

ることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消するため、当社グループ各社の事業について現状及び今後の可能性を吟味し、

キャッシュ・フローの改善を最優先課題としてグループ各社について継続してリストラクチャリングを進めてま

いります。 

 具体的には、人員の転籍・出向及び役員報酬・従業員給与の減額による人件費の月額約10百万円の削減、外注

費・顧問料及び支払手数料の契約見直し、研究開発作業の見直し等による徹底的な販売管理の圧縮による月額約

５百万円の削減を進めてまいります。 

 また、当第１四半期連結会計期間において、新株予約権の発行及び行使が行われたこと、重要な後発事象に記

載のとおり、平成21年12月９日に新株予約権を取得・消却のうえ、新たに同年12月25日に第三者割当増資を実施

し、カムレード匿名組合より239百万円の払い込みがなされたことにより、キャッシュ・フローの改善を図って

おります。 

 併せて、事業構造の転換にも積極的に取り組んでおり、非接触ICソリューション事業への戦略的な集中におけ

る営業の強化、また受託開発以外の収益の柱として、ソフトウエアプロダクトのASP化やOEM提供等、サービス事

業の強化にも取り組んでいるとともに、営業統括本部長に代表取締役社長である落合敏彦が就任したことによ

り、全社をあげて営業力の一層の強化を図っており、売上の拡大と徹底したコスト削減を両輪とした事業及び収

益構造の転換に取り組むことにより、黒字体質への転換を目指しております。 

 しかし、これらの対応策のうち営業施策面におきましては、売上高の拡大は外部環境要因に大きく依存するこ

とになるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記



  

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

 （注）１．事業区分の方法 

            事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な事業内容 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日）において、本邦の売上高は、全セ

グメントの売上高の合計額に占める割合が90%超であるため、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１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日）において、海外売上高は連結売上

高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

   

 当社は、平成21年11月２日付で、Brillance Hedge Fundに新株予約権の割当を行い、当第１四半期連結会計期

間において３個の行使がなされました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が7,537千円、資

本準備金が7,537千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,364,192千円、資本準備金が

3,630,017千円となっております。  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

システムソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

プロダクツ
事業 
（千円） 

コンサルテ
ィング事業 
（千円） 

 
サービス事業
（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  132,074  49,479  4,500 14,344  200,398  －  200,398

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  － －  －  －  －

計  132,074  49,479  4,500 14,344  200,398  －  200,398

営業利益又は営

業損失（△） 
 23,166  641  339 2,495  26,642  △159,638  △132,995

事業区分 事業内容 

システムソリューション事業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ

ム開発、サーバ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を

容易にするユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プロ

グラムの集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心

機能）といったソフトウエア、プロダクツとして提供する

事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 

コンサルティング事業 

移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー

ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び

システム開発等 

サービス事業 
エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供、携帯電

話向けソフトウエアの検証請負等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔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


	株式会社コネクトテクノロジーズ(3736)平成22年８月期第１四半期決算短信: 株式会社コネクトテクノロジーズ(3736)平成22年８月期第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


