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（百万円未満切捨て） 

１．平成 25 年６月期の第３四半期の連結業績（平成 24 年７月１日～平成 25 年３月 31 日） 

(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 ％

25 年６月期第３四半期 4,488 16.1 △749 ― △742 ― △741 ―

24 年６月期第３四半期 3,865 13.6 99 14.4 102 22.5 228 1,239.8

(注) 包括利益 25 年６月期第３四半期 △666 百万円（―％） 24 年６月期第３四半期 329 百万円（182.9％） 

 

 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

25 年６月期第３四半期 △2,814.70 ―

24 年６月期第３四半期 866.25 ―

 

(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％

25 年６月期第３四半期 5,206 4,122 79.2

24 年６月期 6,363 4,920 77.3

(参考）自己資本 25 年６月期第３四半期 4,122 百万円  24 年６月期 4,920 百万円 

 

２．配当の状況 

 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

24 年６月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00

25 年６月期 ― 0.00 ―  

25 年６月期（予想）  500.00 500.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 
３．平成 25 年６月期の連結業績予想（平成 24 年７月１日～平成 25 年６月 30 日） 

（％表示は、対前期増減率） 
 

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 5,800 10.7 △550 ― △530 ― △530 ― △2,012.15

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

 

 



 

※ 注記事項 

(1) 当四半期連結累計期間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 

    新規 ―社 （社名）              、除外 ―社 （社名） 
 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ：有 

② ①以外の会計方針の変更          ：無 

③ 会計上の見積りの変更           ：無 

④ 修正再表示                ：無 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年６月期３Ｑ 263,400株 24年６月期 263,400株 

②期末自己株式数 25年６月期３Ｑ ―株 24年６月期 ―株 

③期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期３Ｑ 263,400株 24年６月期３Ｑ 263,400株 

 

※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あり、この四半期決算短信の開示時点に

おいて、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお

ります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は

【添付資料】Ｐ３「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○添付資料の目次 

 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報···································· ２ 

      （1）連結経営成績に関する定性的情報·································· ２ 

      （2）連結財政状態に関する定性的情報·································· ２ 

      （3）連結業績予想に関する定性的情報·································· ３ 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項······························ ３ 

      （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動·················· ３ 

      （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用·················· ３ 

      （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示················ ３ 

３．四半期連結財務諸表················································ ４ 

      （1）四半期連結貸借対照表············································ ４ 

      （2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書················ ５ 

         四半期連結損益計算書············································ ５ 

         四半期連結包括利益計算書········································ ６ 

      （3）継続企業の前提に関する注記······································ ７ 

      （4）セグメント情報等················································ ７ 

      （5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記···················· ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱インテリジェント ウェイブ（4847）平成25年６月期 第3四半期決算短信

- 1 -



 

 

１．当四半期決算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 

当第３四半期連結累計期間における国内経済情勢は、下げ止まりから持ち直しへ改善しつつ推移して

おり、政策への期待による金融市場の好転などの状況を背景として、企業の先行き見通しも改善が続く

ものと見られています。 

当社の主要な事業領域であるクレジットカード業界や金融業界においては、これまで先送りになって

きたシステム更新等の投資が再開され、当社は大手クレジットカード会社やネット銀行のシステム開発

案件等を受注し、開発作業を進めています。 

第２四半期連結累計期間において営業損失を計上する原因となった大型開発プロジェクトは、当第３

四半期に検収を完了し、当初の計画による開発を終了しました。その結果、当第３四半期連結会計期間

の売上高は 1,811 百万円（前年同四半期は 1,336 百万円）、営業利益は 84 百万円（前年同四半期は 69

百万円の営業利益）となりました。四半期実績としては営業利益を計上し、当社の業績は回復軌道へ戻

りつつあります。 

また、当第３四半期連結累計期間の売上高は 4,488 百万円（前年同四半期は 3,865 百万円）、営業損

失は 749 百万円（前年同四半期は 99 百万円の営業利益）となりました。 

今後とも事業環境の改善を活かした積極的な営業活動と、システム開発業務における新規業務分野へ

の拡大、顧客基盤拡大のための新製品投入等の施策によって、継続的な業績の向上に向けて事業活動を

進めていきます。 

当第３四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

（カードビジネスのフロント業務） 

  カードビジネスのフロント業務においては、クレジットカード会社やネット銀行向けのシステム開発

受託及びシステム保守並びにハードウェア販売等により、当第３四半期連結累計期間の売上高は 2,687

百万円（前年同四半期比 61.5％増)、営業損失は 520 百万円（前年同四半期は 227 百万円の営業利益）と

なりました。 

上述のとおり大型開発プロジェクトの収束によって、第２四半期連結累計期間の営業損失 669 百万円

より、148 百万円改善しました。 

 

（システムソリューション業務） 

  システムソリューション業務においては、クレジットカード会社や証券会社向けのシステム開発受託

及び製品販売を中心として、当第３四半期連結累計期間の売上高は 1,445 百万円（前年同四半期比 19.9％

減)、営業損失は 64 百万円（前年同四半期は 97 百万円の営業利益）となりました。 

 

（セキュリティシステム業務） 

  セキュリティシステム業務においては、情報漏えい対策システム「CWAT(シーワット)」の販売及び保

守並びにセキュリティ製品の販売等により当第３四半期連結累計期間の売上高は 277 百万円（前年同四

半期比 5.7％減)、営業損失は 50 百万円（前年同四半期は 127 百万円の営業損失）となりました。 

 

（その他） 

    上記の各セグメントに含まれないものとして、業務アプリケーションのソースコード上の脆弱性を検

知するパッケージ製品「CxSuite(シーエックススイート)」の販売等による当第３四半期連結累計期間の

売上高は 76 百万円（前年同四半期比 24.7％減)、営業損失は 113 百万円（前年同四半期は 98 百万円の営

業損失）となりました。 

 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 1,156 百万円減少し、

5,206 百万円となりました。うち流動資産は、前連結会計年度末に比べ 1,451 百万円減少し、2,883 百万

円となりました。これは主に、現金及び預金 1,291 百万円の減少及びたな卸資産 242 百万円の減少があ

ったためです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ 294 百万円増加し、2,322 百万円となりました。こ

れは主に、投資有価証券 238 百万円の増加があったためであります。 
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（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ359百万円減少し、1,083

百万円となりました。これは主に、賞与引当金 107 百万円の増加がありましたが、支払手形及び買掛金

350 百万円の減少があったためであります。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 797 百万円減少し、

4,122 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 873 百万円の減少があったためであります。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、平成 25年２月６日付「平成 25 年６月期 第２四半期決算短信」で公表しまし

た業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。 

 

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

 

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に

よる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,807,907 1,516,828

受取手形及び売掛金 814,045 943,762

たな卸資産 480,027 237,542

その他 233,973 186,630

貸倒引当金 △910 △1,050

流動資産合計 4,335,043 2,883,713

固定資産   

有形固定資産 327,201 308,310

無形固定資産 205,794 293,938

投資その他の資産   

投資有価証券 990,367 1,228,474

その他 600,180 587,701

貸倒引当金 △95,566 △96,005

投資その他の資産合計 1,494,981 1,720,170

固定資産合計 2,027,977 2,322,419

資産合計 6,363,021 5,206,132

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 616,728 266,187

賞与引当金 164,463 272,226

受注損失引当金 19,350 －

その他 346,635 232,503

流動負債合計 1,147,177 770,917

固定負債   

退職給付引当金 158,297 163,804

役員退職慰労引当金 39,260 42,695

資産除去債務 41,510 41,984

その他 56,486 64,223

固定負債合計 295,554 312,706

負債合計 1,442,731 1,083,623

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 559,622 559,622

利益剰余金 3,346,125 2,473,033

株主資本合計 4,749,497 3,876,405

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197,568 267,948

為替換算調整勘定 △26,775 △21,846

その他の包括利益累計額合計 170,792 246,102

純資産合計 4,920,290 4,122,508

負債純資産合計 6,363,021 5,206,132
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 3,865,570 4,488,234

売上原価 2,827,372 4,387,152

売上総利益 1,038,197 101,081

販売費及び一般管理費 939,144 850,591

営業利益又は営業損失（△） 99,053 △749,509

営業外収益   

受取利息 474 673

受取配当金 5,338 6,269

その他 4,855 5,041

営業外収益合計 10,668 11,985

営業外費用   

支払利息 － 223

コミットメントフィー 3,506 3,660

為替差損 3,385 923

その他 473 150

営業外費用合計 7,365 4,958

経常利益又は経常損失（△） 102,355 △742,483

特別利益   

投資有価証券売却益 － 879

保険解約益 15,076 －

特別利益合計 15,076 879

特別損失   

固定資産売却損 19,563 －

固定資産除却損 25 2

特別損失合計 19,589 2

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（△）

97,842 △741,606

法人税、住民税及び事業税 91,937 639

法人税等調整額 △222,263 △853

法人税等合計 △130,326 △214

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

228,169 △741,391

四半期純利益又は四半期純損失（△） 228,169 △741,391
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

228,169 △741,391

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 109,859 70,380

為替換算調整勘定 △8,115 4,929

その他の包括利益合計 101,743 75,310

四半期包括利益 329,912 △666,081

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 329,912 △666,081

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（3）継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 24 年７月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 カードビジネ
スのフロント

業務 

システムソリ
ューション

業務 

セキュリティ
システム 
業務 

計 

その他 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 1,664,610 1,804,423 294,847 3,763,880 101,689 3,865,570

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 1,664,610 1,804,423 294,847 3,763,880 101,689 3,865,570

セグメント利益又は損失(△) 227,390 97,565 △127,701 197,254 △98,201 99,053

（注）「その他」の区分は、報告セグメントにあたらない部門に該当するものであり、他のセグメントに含まれ
ない他社製品のソフトウェアやハードウェアの販売を行っております。 

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

   セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しているため、差

異調整は行っておりません。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成25年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 カードビジネ
スのフロント

業務 

システムソリ
ューション

業務 

セキュリティ
システム 
業務 

計 

その他 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 2,687,852 1,445,858 277,916 4,411,627 76,607 4,488,234

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 2,687,852 1,445,858 277,916 4,411,627 76,607 4,488,234

セグメント損失(△) △520,786 △64,960 △50,762 △636,509 △113,000 △749,509

（注）「その他」の区分は、報告セグメントにあたらない部門に該当するものであり、他のセグメントに含まれ
ない他社製品のソフトウェアやハードウェアの販売を行っております。 

 
２．報告セグメントの損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項) 

   セグメント損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しているため、差異調整は

行っておりません。 
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（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成 24 年７月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 
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