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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第3四半期 2,772 △0.8 △178 ― △171 ― △129 ―
22年2月期第3四半期 2,794 ― △129 ― △173 ― 12 ―

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2月期第3四半期 △4,559.97 ―
22年2月期第3四半期 439.88 ―

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2月期第3四半期 3,586 1,915 38.6 48,669.27
22年2月期 3,550 2,042 42.4 52,881.56

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  1,384百万円 22年2月期  1,504百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  有   

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 3,700 2.5 △200 ― △190 ― △160 ― △5,625.68



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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すが、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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2月期3Q 28,825株 22年2月期  28,825株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  384株 22年2月期  384株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 28,441株 22年2月期3Q 28,475株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、一部景気に回復の兆しが見られるものの、依然

として雇用情勢は厳しく、引き続き先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは、システムソリューション事業におきましては、スマート

フォン向けアプリ開発の着実な発展に努め、教育・学習を軸とした多様なアプリ開発に取り組んでお

ります。またメディアソリューション事業では、とりわけ広告費用が削減される世情下においても、

新たな提案や企画を行い、需要拡大に向け着実に取り組んでまいりました。 

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2,772百万円（前年同期比0.8％

減）、営業損失178百万円（前年同期は129百万円の営業損失）、経常損失171百万円（前年同期は173

百万円の経常損失）となり、四半期純損失は129百万円（前年同期は12百万円の四半期純利益）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、スマートフォンアプリの開発が堅調に進み、提供できるサービスも増えて

きております。その結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は363百万円（前年同

期比41.6％増）、売上構成比は13.１％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、新たな提案や企画を改善することにより、一般に広告宣伝費を抑制する傾向

が続く中でも独自のマーケティング力を生かし、広告需要を着実に取り組んでまいりました。その結

果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は2,409百万円（前年同期比0.9％減）、売上構

成比は86.9％となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて233百万円減少し、2,384百万円となりました。これは、関

係会社短期貸付金が関係会社長期貸付金に移行し428百万円減少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269百万円増加し、1,202百万円となりました。これは、関

係会社長期貸付金が414百万円増加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35百万円増加し、3,586百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて144百万円増加し、1,338百万円となりました。これは、買

掛金が75百万円増加したことや、短期借入金が87百万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18百万円増加し、331百万円となりました。これは、役員退

職慰労引当金が13百万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126百万円減少し、1,915百万円となりました。これは、

利益剰余金が129百万円減少したことなどによります。 

  

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

 ① 資産・負債及び純資産の状況
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当第３四半期連結累計期間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

度の期末残高に比べて211百万円減少し、362百万円となりました。 

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525百万円（前年同期は50百万円の

減少）となりました。これは主に売上債権の増加によるものです。 

  

（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227百万円（前年同期は597百万円の

増加）となりました。これは主に貸付金の回収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３四半期連結会計期間の財務活動の結果、増加した資金は87百万円（前年同期は253百万円の

減少）となりました。これは短期借入金の増加によるものです。 

  

平成23年２月期の連結業績予想につきましては、本日（平成23年１月14日）発表いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」において連結業績予想、個別業績予想を修正しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(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 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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 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

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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22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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,173,780 1,560,149 

受取手形及び売掛金 617,367 257,006 

商品及び製品 28,576 32,355 

仕掛品 12,356 7,697 

関係会社短期貸付金 ※3  186,000 ※3  614,404 

繰延税金資産 4,885 7,331 

その他 378,407 160,168 

貸倒引当金 △17,326 △21,190 

流動資産合計 2,384,047 2,617,923 

固定資産   

有形固定資産 ※1  3,009 ※1  37,846 

無形固定資産   

のれん 292,008 354,582 

その他 50,695 51,093 

無形固定資産合計 342,704 405,676 

投資その他の資産   

投資有価証券 49,434 61,138 

長期貸付金 296,826 315,372 

関係会社長期貸付金 414,000 － 

繰延税金資産 26,893 24,419 

その他 77,862 108,040 

貸倒引当金 △8,655 △19,949 

投資その他の資産合計 856,362 489,021 

固定資産合計 1,202,075 932,544 

資産合計 3,586,122 3,550,467 

負債の部   

流動負債   

買掛金 346,407 271,169 

短期借入金 ※4  917,000 ※4  830,000 

未払法人税等 1,836 2,413 

賞与引当金 8,920 － 

その他 64,525 91,084 

流動負債合計 1,338,688 1,194,667 

固定負債   

退職給付引当金 9,892 5,469 

役員退職慰労引当金 316,199 302,600 

その他 5,443 5,443 

固定負債合計 331,535 313,512 

負債合計 1,670,224 1,508,180 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22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 △316,492 △186,802 

自己株式 △58,994 △58,994 

株主資本合計 1,383,228 1,512,918 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 974 △8,913 

評価・換算差額等合計 974 △8,913 

少数株主持分 531,695 538,282 

純資産合計 1,915,897 2,042,286 

負債純資産合計 3,586,122 3,550,467 
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 2,794,781 2,772,429 

売上原価 2,456,903 2,414,700 

売上総利益 337,878 357,729 

販売費及び一般管理費 ※１  467,365 ※１  535,795 

営業損失（△） △129,487 △178,066 

営業外収益   

受取利息 23,030 31,944 

受取配当金 1,010 1,189 

その他 6,025 12,890 

営業外収益合計 30,067 46,024 

営業外費用   

支払利息 19,227 9,129 

為替差損 53,857 20,676 

その他 1,279 9,793 

営業外費用合計 74,364 39,599 

経常損失（△） △173,785 △171,641 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,227 

関係会社株式売却益 183,946 － 

保険解約返戻金 － 57,884 

特別利益合計 183,946 59,111 

特別損失   

固定資産除却損 47 － 

投資有価証券評価損 － 19,875 

特別損失合計 47 19,875 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

10,114 △132,404 

法人税、住民税及び事業税 4,051 6,621 

法人税等調整額 △2,369 △4,744 

法人税等合計 1,682 1,877 

少数株主損失（△） △4,094 △4,591 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,525 △129,690 
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 【第３四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 1,178,022 965,854 

売上原価 1,054,622 832,841 

売上総利益 123,399 133,013 

販売費及び一般管理費 ※１  194,602 ※１  178,436 

営業損失（△） △71,202 △45,423 

営業外収益   

受取利息 11,121 12,200 

受取配当金 98 － 

その他 3,286 4,438 

営業外収益合計 14,506 16,639 

営業外費用   

支払利息 3,497 3,038 

為替差損 25,679 1,496 

その他 1,073 2,449 

営業外費用合計 30,250 6,984 

経常損失（△） △86,946 △35,768 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 14,030 

特別損失合計 － 14,030 

税金等調整前四半期純損失（△） △86,946 △49,798 

法人税、住民税及び事業税 △11,982 353 

法人税等調整額 6,124 △6,251 

法人税等合計 △5,858 △5,898 

少数株主損失（△） △15,382 △5,231 

四半期純損失（△） △65,705 △38,668 
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

10,114 △132,404 

減価償却費 16,058 2,198 

のれん償却額 62,226 62,573 

為替差損益（△は益） 50,135 19,730 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,575 △15,157 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,022 8,920 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 662 4,423 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,065 13,598 

受取利息及び受取配当金 △24,041 △33,133 

支払利息 19,227 9,129 

関係会社株式売却損益（△は益） △183,946 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,875 

有形固定資産除売却損益（△は益） 47 △1,227 

保険解約返戻金 － △57,884 

売上債権の増減額（△は増加） 161,699 △360,361 

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,612 △879 

仕入債務の増減額（△は減少） △137,477 75,238 

その他 △73,005 △148,600 

小計 △72,173 △533,961 

利息及び配当金の受取額 24,041 6,539 

利息の支払額 △18,856 △8,927 

法人税等の還付額 17,884 11,824 

法人税等の支払額 △932 △950 

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,037 △525,475 

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 △214,915 

定期預金の払戻による収入 53,688 390,008 

有形固定資産の取得による支出 △3,016 － 

有形固定資産の売却による収入 － 1,332 

保険解約による収入 － 113,220 

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 － 

貸付けによる支出 － △250,000 

貸付金の回収による収入 537 190,934 

その他 － △3,381 

投資活動によるキャッシュ・フロー 597,148 227,199 

セブンシーズ・テックワークス㈱　(2338)　平成23年２月期第３四半期決算短信

-8-



(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

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 87,000 

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 87,000 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,225 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,124 △211,276 

現金及び現金同等物の期首残高 305,664 574,022 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  601,788 ※１  362,745 
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該当事項はありません 

  

前第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) 

 
（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 

第１四半期連結会計期間末において、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） 

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22年９月１日  至  平成22年11月30日) 

 
（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

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

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

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

147,830 818,024 965,854 ― 965,854

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 147,830 818,024 965,854 ― 965,854

営業利益(又は営業損失△) 14,302 △29,307 △15,004 (30,418) △45,423

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
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前第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) 

 
（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 

第１四半期連結会計期間末において、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） 

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３四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年11月30日) 

 
（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 

 
  

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

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

363,369 2,409,060 2,772,429 ― 2,772,429

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 363,369 2,409,060 2,772,429 ― 2,772,429

営業利益(又は営業損失△) 26,612 △116,395 △89,782 (88,283) △178,066

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
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前第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)及び当第３四半期連結

会計期間(自  平成22年９月１日  至  平成22年11月30日)並びに当第３四半期連結累計期間(自  平

成22年３月１日  至  平成22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。 
  

前第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。 

  

前第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)及び当第３四半期連結

会計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日)並びに当第２四半期連結累計期間(自  平

成22年３月１日  至  平成22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。 

  

前第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) 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年１月14日開催の取締役会において、今後の経済情勢の変化に対応し、資本政策の柔

軟性・機動性を確保するため、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の

規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

1．  取得する株式の種類及び数 

普通株式 300株(上限) 

2． 取得の方法 

市場買付 

3． 株式取得価額の総額 

10,000千円（上限） 

4． 自己株式取得の期間 

平成23年１月14日～平成23年２月28日まで 

【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

(7) 重要な後発事象
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