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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第52期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第51期

会計期間
　自2009年４月１日
　至2009年６月30日

　自2010年４月１日
　至2010年６月30日

　自2009年４月１日
　至2010年３月31日

売上高（千円） 1,852,806 1,650,561 9,354,270

経常利益（千円） 196,537 208,963 1,109,684

四半期（当期）純利益（千円） 118,813 147,486 576,019

純資産額（千円） 7,609,768 7,704,200 7,869,090

総資産額（千円） 10,766,746 10,342,330 10,770,513

１株当たり純資産額（円） 274.31 282.53 288.86

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 4.32 5.44 21.01

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
4.31 － －

自己資本比率（％） 70.5 74.1 72.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
806,472 722,884 1,146,894

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△181,438 7,085 △845,503

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△206,459 △271,723 △399,696

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
4,472,209 4,413,576 3,955,329

従業員数（名） 425 423 408

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について

          は記載しておりません。

      ２．売上高には消費税等は含んでおりません。

      ３．第51期および第52期第１四半期連結累計（会計）期間において、潜在株式調整後１株当たり四半期

　　　　　（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しており

　　　　　ません。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2010年６月30日現在

従業員数（名）     423

　（注）　従業員数は就業人員であり、契約社員を含めて表示しております。

(2）提出会社の状況

 2010年６月30日現在

従業員数（名）     413　

　（注）　従業員数は就業人員であり、契約社員を含めて表示しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)仕入実績

サービスプロダクトの名称
当第１四半期連結会計期間
（自2010年４月１日
至2010年６月30日）

前年同四半期比（％）

システムソリューション（千円） 175,506 56.5

ネットワークソリューション（千円） 99,379 152.5

カスタマーサービス（千円） 26,970 132.2

合計（千円） 301,856 76.2

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは単一のセグメントに属する事業を行っているため、サービスプロダクトごとの金額を記載し

ております。

(2)受注状況

サービスプロダクトの名称

当第１四半期連結会計期間
（自2010年４月１日
至2010年６月30日）

受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

システムソリューション 1,183,511 101.9 2,961,410 117.5

ネットワークソリューション 156,166 77.2 159,549 60.1

カスタマーサービス 442,509 97.6 990,800 96.1

合計 1,782,188 98.1 4,111,761 107.7

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは単一のセグメントに属する事業を行っているため、サービスプロダクトごとの金額を記載し

ております。　

　

(3)販売実績

サービスプロダクトの名称
当第１四半期連結会計期間
（自2010年４月１日
至2010年６月30日）

前年同四半期比（％）

システムソリューション（千円） 1,042,511 84.4

ネットワークソリューション（千円） 145,878 110.5

カスタマーサービス（千円） 462,171 95.3

合計（千円） 1,650,561 89.1

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは単一のセグメントに属する事業を行っているため、サービスプロダクトごとの金額を記載し

ております。

３．当社グループでは、顧客への出荷や納期が９月および３月に集中する傾向があり、通常、売上が第２四半期お

よび第４四半期に集中する傾向があります。第１四半期連結会計期間においては、売上高が他の四半期連結

会計期間に比べ、少なくなります。
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２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。　

 

（1）業績の状況　

　 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部では景気の回復が見られるものの、欧州をはじめとす

 る世界経済の先行懸念から、円高・株安の影響が広がるなど、依然として厳しい状況が続いております。 

　 当社グループの属する情報サービス業界におきましても、顧客企業の収益の本格回復が見込まれるまでは、設

 備投資の抑制や先送りをする傾向が続くものと見込まれます。

　 このような環境下、当社グループでは主力商品である金融機関向けのプロダクトなどを中心に営業活動を積極

 的に行っております。金融機関の顧客の中には、システム投資に前向きな動きも出てきており、新規の受注案件

 も順調に獲得できております。

　 また、当社グループでは、顧客への出荷や納期が９月および３月に集中する傾向があります。　

　 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,650百万円(前年同期比89.1％)、営業利益は142百万円(前

 年同期比70.5％)、経常利益は208百万円(前年同期比106.3％)、四半期純利益は147百万円(前年同期比124.1％)と

 なりました。

　

　 なお、当社グループは、システムインテグレーターとして顧客の業態やニーズに応じたソフトウェアを開発

 し、システム機器や関連商品と併せ提供するほか、情報通信ネットワークの構築・運用管理や保守サービスに至

 るＩＴソリューション・サービスを単一のセグメントとする事業を行っておりますが、参考として当第１四半期

 連結会計期間におけるサービスプロダクトごとの概況を記載いたします。

　

 （システムソリューション）

　 システムソリューションでは、金融機関向けの住宅ローン審査支援システムや債権管理システムのほか、サー

 ビサー向けの基幹システムでも新規受注を獲得いたしました。また、百貨店やスーパーマーケットからは、小売

 業向け基幹システム「ＲＩＴＳ（リッツ）」を受注いたしました。このほかＥＣサイト構築のための「ＩＴＦＯ

 ＲｅＣ（アイティフォレック）クラウド版サービス」の受注活動を開始し、複数の新規受注を獲得いたしまし

 た。その結果、受注は1,183百万円（前年同期比101.9％）、売上は1,042百万円（前年同期比84.4％）となりまし

 た。

　

 （ネットワークソリューション）

 　ネットワークソリューションでは、データセンター向けのセキュリティシステムや企業グループ内のネットワ

 ーク基盤統合のソリューションなどのセールスに注力し、外資系保険会社から統合サーバー監視システムを受注

 いたしました。しかしながら、全般的には顧客企業の情報関連投資の絞込みにより、受注は156百万円（前年同期

 比77.2％）、売上は145百万円（前年同期比110.5％）となりました。

　

 （カスタマーサービス）

　 カスタマーサービスでは、安定収益源である保守サービスを中心に活動をしており、受注は442百万円（前年同

 期比97.6％）、売上は462百万円（前年同期比95.3％）となりました。  

　

 

（2）キャッシュ・フローの状況　

　 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4,413百万円となり、前連結

 会計年度末と比べ458百万円の増加となりました。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以下のとおりです。

　

　

 （営業活動によるキャッシュ・フロー)

　 営業活動から得られた資金は722百万円(前年同期比89.6％)となりました。主な増加要因は売上債権の減少946

EDINET提出書類

株式会社アイティフォー(E02909)

四半期報告書

 5/30



 百万円、税金等調整前四半期純利益208百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払い330百万円です。

　

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　 投資活動の結果得られた資金は7百万円(前年同期は181百万円の使用)となりました。主な増加要因は有価証券

 の売買による収入が純額で200百万円であり、主な減少要因は無形固定資産の取得による支出159百万円、有形固

 定資産の取得による支出34百万円です。

　

 （財務活動によるキャッシュ・フロー)

   財務活動により使用した資金は271百万円(前年同期比131.6％)となりました。主な減少要因は配当金の支払い

 271百万円です。　

 

 

 （3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

 

  当社は株式会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる

事項については次のとおりであります。　

 　　　

　2010年６月18日開催の定時株主総会終了後の取締役会におきまして、当社の企業価値および株主共同の利益を

確保するために、以下の要領により当社株式の大規模買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）の

継続について決議いたしました。

　

１．本プランを必要とする理由

　当社はシステムインテグレーターとして、セキュアなシステムを希望するお客様から長期的かつ安定した信頼を得

てシステムの納入を行ってきており、またこのような開発・販売を支えるのは、優秀な技術者である社員でありま

す。昨今の動きとして、新たな法制度の整備や企業構造・文化の変化等を背景として対象となる会社の構造や特色に

留意せず、経営陣と十分な協議や合意を得ることなく、突然大量の株式買付を強行するといった動きも顕在化してき

ております。もちろん大量の株式買付行為そのものを全て否定するものではなく、会社の企業価値・株主共同の利益

を向上させる行為であれば、その判断は最終的には株主の皆様の全体の意思に基づいて決められるものであると考

えております。

　しかし、大量の買付行為の中には、その目的等からして企業価値・株主共同の利益に明白な侵害を与えるものや株

主の皆様に売却を事実上強要するもの、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しない

もの、株主の皆様に十分な検討を行うに足りる時間や情報を提供しないもの、当社が買付者の提示した条件よりも有

利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないも

のも少なくありません。

　このような当社に対する濫用的な買収によって当社の企業価値が毀損されることがあれば、当社の強みである優秀

な技術者の流出が懸念されるのみならず、当社のシステムを採用していただいているお客様からの信頼を失い、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益が大きく損なわれるおそれがあります。

　こうした事情に鑑み、濫用的な買収者が現れた場合、上述したような不適切な大量買付行為を未然に防止するため、

株主の皆様が判断するための必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉すること等により当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠と判断いたしました。そし

て、当社の企業価値および株主共同の利益を確保するために、2006年６月23日開催の第47回定時株主総会におきまし

て本プランの導入を決議し、2007年以降、定時株主総会後に開催される取締役会で、本プランの延長を決議いたして

おります。

　なお、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当該買付行為が長期的視点から当社の企業価値を毀損するもの

であるかどうかの検討は、中立的な第三者委員会に依頼するものとしております。

　本プランの要領は以下のとおりであります。 
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２．本プランの内容

(1）本プランの概要

①　本プランの発動手続の設定

　　 本プランは、まず、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的と

して、当社株式に対する買付が行われる場合に、買付者または買付提案者（以下、併せて「買付者等」といい

ます。）に対し、事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求め、第三者委員会が当該買付についての情報

収集・検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社代表取締役等を通じて買付者等との交渉を行うなどの

手続を定めています。

　また、当社取締役会は、敵対的性質が存する者からの濫用的買収を防止するための事前の防衛策として、停止

条件付一部取得条項付差別的行使条件付新株予約権無償割当て（以下「対抗措置」といいます。）を決議い

たします。

②　停止条件付一部取得条項付差別的行使条件付新株予約権無償割当てと第三者委員会の利用

　買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う等、買付者等による買付またはその提

案（以下、併せて「買付等」といいます。）が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると認め

られる場合（詳細につきましては当社ホームページ（http://www.itfor.co.jp/ir/ir-governance.html 以下同

じ。）をご参照ください。）には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件が付された

新株予約権（詳細につきましては当社ホームページをご参照ください。以下「本新株予約権」といいます。）を、

その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して会社法第277条に基づき無償で割当てます。

　なお、本新株予約権無償割当ては、停止条件が成就することによりその効力が生ずることになっていますが、そ

の停止条件を成就させるか否か等の判断につきましては、当社取締役会が行います。ただし、その恣意的判断を排

除するため、第三者委員会細則（概要につきましては当社ホームページをご参照ください。）に従い、当社経営陣

から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限に尊重して判断を行うものとします。

③　本新株予約権の当社による取得

　本プランに従って、本新株予約権無償割当てが実施された場合には、当社による買付者等以外の株主の皆様から

の本新株予約権取得と当社普通株式の交付により、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合が実施前と比較

して希釈化される可能性があります。

(2）本プランの発動にかかる手続

①　対象となる買付等

　本プランにおいては、以下に該当する買付等がなされたときに、その対象となります。

　当社の株券等の保有者、公開買付者または当該保有者かつ公開買付者である者であって、

(a）当該保有者が保有する当社の株券等および当該保有者の共同保有者が保有する当社の株券等に係る株券等

保有割合の合計

(b）当該公開買付者が保有しもしくは保有することとなる当社の株券等および当該公開買付者の特別関係者が

保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計

(c）当該保有者かつ公開買付者である者が保有しもしくは保有することとなる当社の株券等および当該保有者

かつ公開買付者である者の共同保有者ならびに当該保有者かつ公開買付者である者の特別関係者が保有する

当社の株券等にかかる株券等保有割合の合計

のいずれかが、20％を超える者による買付等、または超えると当社取締役会が認める者による買付等

②　買付者等に対する情報提供の要求

　上記①に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付の実行に先立ち、

当社に対して別途定める、買付者等の買付内容の検討に必要な情報（詳細につきましては当社ホームページをご

参照ください。以下「本必要情報」といいます。）を含む買付提案を記載した書面（以下「買付提案書」といい

ます。）を提出していただきます。

　第三者委員会は、当該買付提案書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に

対し、適宜回答期限を定めた上、自らまたは当社取締役会を通して本必要情報を追加的に提出するよう求めるこ

とがあります。この場合、買付者においては、当該期限までに本必要情報を追加的に提出していただきます。

　なお、第三者委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付を開始したものと認められる

場合には、引き続き買付提案書および本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情

がある場合を除き、原則として、下記③に記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権無償割当ての実施

を勧告します。

③　第三者委員会の検討手続

　第三者委員会は、買付者等から提出された買付提案書ならびに第三者委員会が追加提出を求めた本必要情報が

提出された場合、当社取締役会に対しても、第三者委員会が定める期間内に買付者等の買付内容に対する意見お

よびその根拠資料、代替案その他第三者委員会が適宜必要と認める情報・資料を提示するよう要求することがで

きます。

　第三者委員会は、買付者等から最初に情報・資料を受領した後、原則として対価を現金（円貨）のみとする公開

買付による当社株式の買付の場合は60日以内、またはその他の方法による買付提案の場合には90日以内（以下
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「第三者委員会検討期間」といいます。）で、買付者等の買付内容の検討、当社取締役会による代替案の検討、買

付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。

　また、第三者委員会は、必要があれば当社代表取締役等を通じて、当該買付者等と交渉することなどにより、当該

買収提案が当社の利益のために改善されるよう努め、中立・公平な観点から慎重に検討を行います。

　更に、第三者委員会は、上記の検討手続を経て、第三者委員会細則（概要につきましては当社ホームページをご

参照ください。）の判断基準に従い、当該買付提案が濫用的買収に該当するか否か、および当該買付者等が敵対的

性質が存する者であるか否かを審議・決議し、第三者委員会検討期間内に当社取締役会に勧告します。

④　新株予約権無償割当ての内容

　対抗措置としての新株予約権無償割当ての内容は、当社ホームページ「本プランに係る新株予約権無償割当要

綱」に記載のとおりです。

(3）対抗措置発動後の中止について

　本新株予約権無償割当ての停止条件が成就した後、割当対象株主が確定する日までの間に、買付者の買付行為の中

止または買付内容の変更等がなされたことにより、当該買付者に敵対的性質が存しないと当社取締役会が認めるに

至った場合には、当社取締役会は本新株予約権無償割当ての決議を取り消し、対抗措置の発動を中止することがで

きるものとします。

　

３．本プランの合理性

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則、すなわち、①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則を完全に充足しており、上記基本方針に沿うものです。

　また本プランにおいて対抗措置をとるか否かは中立的な第三者委員会の判断を最大限尊重して行われますので、株

主の共同利益を損なうものではなく、また取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

　

４．株主の皆様への影響

(1）本プランの導入時に株主の皆様に与える影響

　本プランの導入時点においては、本新株予約権無償割当て自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の権

利・利益に直接的な影響は生じておりません。

(2）本新株予約権無償割当て実施により株主の皆様に与える影響

　当社取締役会が本新株予約権無償割当てに際して別途設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保有す

る株式１株につき２個の割合で、本新株予約権が無償で割当てられますので、株式の希釈化は生じません。

　当社は、買付者等以外の株主の皆様の本新株予約権を取得する手続を取り、その旨該当する株主の皆様に通知いた

します。株主の皆様は、金銭等を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として当社普通株式を受

領されることになります。

　

５．本プランの有効期限と継続について

　現在の本プランの有効期限は、2011年６月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされてお

り、2011年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役による取締役会においてその後１

年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示するとともに当該事業年度の定時株主総会（毎年

６月開催予定）において、報告をすることとなっております。なお、当社の取締役の任期は１年となっており、本プラ

ンは取締役会の決議において廃止することが可能でありますので、本プランの廃止を希望される株主の皆様は、取締

役の選任議案を通じて株主の皆様の意思を表明していただきたく存じます。

　

６．その他

　本新株予約権の割当方法、名義書換方法、当社による新株予約権の取得方法等の詳細につきましては、本新株予約権

無償割当ての割当期日の決定が行われた後、株主の皆様に対して公告または通知いたしますので、当該内容をご確認

ください。

　なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（買収防衛策に関するアドレス　http://www.itfor.co.jp/ir/ir-governance.html） 
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（4）研究開発活動　

     当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、31百万円であります。なお、当第１

   四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
（1）主要な設備の状況

 　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

 

（2）設備の新設、除却等の計画

 　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

 な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

 ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 110,000,000

計 110,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2010年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2010年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,430,000 29,430,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株　

計 29,430,000 29,430,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2010年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、つぎのとおりであります。

《第６回発行分》　2009年６月19日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（2010年６月30日）

新株予約権の数（個） 14,875　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,487,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 413

新株予約権の行使期間
自　2011年６月20日

至　2016年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

2011年６月20日～2012年６月19日権利行使分

発行価格　　　　504

資本組入額　　　252　

2012年６月20日～2013年６月19日権利行使分

発行価格　　　　513

資本組入額　　　257　

2013年６月20日～2014年６月19日権利行使分

発行価格　　　　563

資本組入額　　　282

2014年６月20日～2015年６月19日権利行使分

発行価格　　　　567

資本組入額　  　284

2015年６月20日～2016年６月19日権利行使分　

発行価格　　　　574

資本組入額　　　287

新株予約権の行使の条件

　

・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権

者」という。）は、権利行使時においても当社の取締

役、執行役員または従業員であることを要す。ただし、

従業員の定年退職の場合、その他取締役会が認める正

当な理由がある場合は、この限りでない。

・新株予約権者は、権利行使期間の初日から１年を経過

する日までの期間（以降、その翌日から１年経過する

日までの各期間）において、割当を受けた新株予約権

の５分の１を超えないように、新株予約権を行使する

こととする。

・新株予約権者が死亡した場合、その相続人は一定の要

件のもとに新株予約権を行使することができる。

・新株予約権について、質権等の担保権の設定その他の

処分は認めない。

・その他の権利行使の条件については、当社と新株予約

権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定め

るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す

る。　

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― 

　（注）「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価

単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。　
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なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率

に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の

規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転

換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2010年４月１日～　

2010年６月30日　
― 29,430 ― 1,124,669 ― 1,221,189

（６）【大株主の状況】

  大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

EDINET提出書類

株式会社アイティフォー(E02909)

四半期報告書

13/30



（７）【議決権の状況】

　  当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

  載することができないことから、直前の基準日（2010年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

  す。

①【発行済株式】

 2010年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式  2,301,300 

　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,126,800 271,268 －

単元未満株式
普通株式      1,900　

　
－ －

発行済株式総数 29,430,000 － －

総株主の議決権 － 271,268 －

　

②【自己株式等】

 2010年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数
（株）

他人名義所有
株式数
（株）

所有株式数の
合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

（株）アイティフォー

東京都千代田区一番

町２１番地
2,301,300 － 2,301,300 7.82

計  － 2,301,300 － 2,301,300 7.82

（注）なお、2010年６月30日現在の実質所有状況においては、自己株式数は2,301,389株であり、発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合は7.82％であります。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 2010年４月５月 ６月

最高（円） 347 338 320

最低（円） 316 285 287

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（2009年４月１日から2009年６月30日まで）および前第１四半期連結累計期間

（2009年４月１日から2009年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計

期間（2010年４月１日から2010年６月30日まで）および当第１四半期連結累計期間（2010年４月１日から2010年６

月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（2009年４月１日から2009

年６月30日まで）および前第１四半期連結累計期間（2009年４月１日から2009年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（2010年４月１日から2010年６月30日まで）および当第１四半期連結累

計期間（2010年４月１日から2010年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人に

よる四半期レビューを受けております。
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１【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
(2010年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

(2010年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,915,296 1,957,010

受取手形及び売掛金 1,040,185 1,986,900

有価証券 3,148,079 2,848,116

たな卸資産 ※1
 374,839

※1
 227,396

その他 415,753 373,865

貸倒引当金 △240 △299

流動資産合計 6,893,913 7,392,990

固定資産

有形固定資産 ※2
 806,051

※2
 819,607

無形固定資産 901,161 830,691

投資その他の資産

投資有価証券 1,064,938 1,066,175

その他 676,550 661,334

貸倒引当金 △285 △285

投資その他の資産合計 1,741,203 1,727,225

固定資産合計 3,448,417 3,377,523

資産合計 10,342,330 10,770,513

負債の部

流動負債

買掛金 823,372 958,437

未払法人税等 70,081 341,976

賞与引当金 118,600 382,000

その他 1,065,230 659,337

流動負債合計 2,077,284 2,341,751

固定負債

退職給付引当金 295,928 293,418

役員退職慰労引当金 14,238 13,863

その他 250,678 252,389

固定負債合計 560,845 559,671

負債合計 2,638,129 2,901,422
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(2010年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

(2010年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,124,669 1,124,669

資本剰余金 1,221,189 1,221,189

利益剰余金 6,344,584 6,468,384

自己株式 △900,696 △900,670

株主資本合計 7,789,746 7,913,571

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △125,046 △77,892

繰延ヘッジ損益 △189 659

評価・換算差額等合計 △125,235 △77,232

新株予約権 27,945 19,581

少数株主持分 11,744 13,169

純資産合計 7,704,200 7,869,090

負債純資産合計 10,342,330 10,770,513
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自　2009年４月１日
　至　2009年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2010年４月１日
　至　2010年６月30日)

売上高 1,852,806 1,650,561

売上原価 1,042,370 908,010

売上総利益 810,435 742,551

販売費及び一般管理費 ※1
 607,973

※1
 599,758

営業利益 202,462 142,793

営業外収益

受取利息 5,095 1,719

受取配当金 5,871 5,990

契約中途解除益 16,999 －

持分法による投資利益 18,619 60,858

その他 2,903 4,806

営業外収益合計 49,489 73,376

営業外費用

支払利息 33 14

投資有価証券評価損 51,762 590

支払補償費 － 5,197

その他 3,618 1,403

営業外費用合計 55,414 7,205

経常利益 196,537 208,963

税金等調整前四半期純利益 196,537 208,963

法人税等 80,439 62,902

少数株主損益調整前四半期純利益 － 146,061

少数株主損失（△） △2,715 △1,425

四半期純利益 118,813 147,486
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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１四半期連結累計期間
(自　2009年４月１日
　至　2009年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2010年４月１日
　至　2010年６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 196,537 208,963

減価償却費 80,884 114,901

株式報酬費用 － 8,363

賞与引当金の増減額（△は減少） △290,650 △263,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,944 2,509

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 576 375

長期未払金の増減額（△は減少） △38,621 △1,413

貸倒引当金の増減額（△は減少） 135 △59

受取利息及び受取配当金 △10,966 △7,710

支払利息 33 14

持分法による投資損益（△は益） △18,619 △60,858

投資有価証券評価損益（△は益） 51,762 590

固定資産除却損 710 20

支払補償費 － 5,197

契約中途解除損益（△は益） △16,999 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,714,620 946,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △138,637 △147,442

仕入債務の増減額（△は減少） △536,611 △135,064

その他 361,752 374,188

小計 1,357,852 1,045,891

利息及び配当金の受取額 10,468 7,575

利息の支払額 △33 △14

法人税等の支払額 △561,813 △330,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 806,472 722,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △199,742 △99,849

有価証券の売却による収入 199,492 299,872

有形固定資産の取得による支出 △14,880 △34,963

無形固定資産の取得による支出 △166,296 △159,134

その他 △10 1,160

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,438 7,085
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2009年４月１日
　至　2009年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2010年４月１日
　至　2010年６月30日)

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 △73,946 △25

自己株式の処分による収入 142,857 －

配当金の支払額 △275,096 △271,508

リース債務の返済による支出 △273 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,459 △271,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,574 458,246

現金及び現金同等物の期首残高 4,053,635 3,955,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,472,209

※
 4,413,576
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【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】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 (1）資産除去債務に関する会計基準の適用　

　  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

  （企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資産除去債務に関す

  る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

  日）を適用しております。

　  なお、これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

  に与える影響はありません。

(2）たな卸資産の評価方法の変更　

　  当社の商品・貯蔵品については、従来、総平均法に基づく原価法（貸借

  対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

  いましたが、当第１四半期連結会計期間より基幹システムの見直しを行

  い、適時的に払出原価の算出を行うことにより、より迅速に期間損益を算

  定することを目的として、移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額に

  ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しました。

　  なお、これによる売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前

  四半期純利益に与える影響は軽微であります。　

　　【表示方法の変更】 

　
当第１四半期連結会計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

　

（四半期連結貸借対照表）

　　前第１四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めていた「投資有価証券」は、資産総額

　の100分の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連結

　会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資有価証券」は965,060千円であります。　

　

（四半期連結損益計算書）

　　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式 

　及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日　内閣府令第5号)の適用により、当第１

　四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

繰延税金資産および繰延税金負債の

算定方法

　経営環境の著しい変化が生じておらず、一時差異の発生状況について前連結

会計年度から大幅な変動がないため、前連結会計年度末の検討において使用

した業績予想やタックスプランニングを利用しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（2010年６月30日）

前連結会計年度末
（2010年３月31日）

※1　たな卸資産の内訳

商品 141,574千円

仕掛品 214,425千円

貯蔵品 18,839千円

※1　たな卸資産の内訳

商品 58,695千円

仕掛品 150,684千円

貯蔵品 18,017千円

　

※2　有形固定資産の減価償却累計額は、1,828,505千円であ

ります。

※2　有形固定資産の減価償却累計額は、1,810,105千円であ

ります。

　3　コミットメントライン（特定融資枠契約）　

　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行

とコミットメントライン（特定融資枠契約）を締結

しております。この契約に基づく当連結四半期会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差額 2,000,000千円

　3　コミットメントライン（特定融資枠契約）　

　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行

とコミットメントライン（特定融資枠契約）を締結

しております。この契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

 

コミットメントラインの総額 2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差額 2,000,000千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　2009年４月１日
至　2009年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 269,056千円

賞与引当金繰入額 68,070千円

退職給付費用 23,982千円

役員退職慰労引当金繰入額 576千円

給料手当 256,659千円

賞与引当金繰入額 62,815千円

退職給付費用 18,863千円

役員退職慰労引当金繰入額 375千円

2　当社グループでは、出荷やお客様からの検収が９月及

び３月に集中する傾向があるため、通常、第１四半期連

結会計期間においては、売上高、営業利益等が、他の四半

期連結会計期間に比べ、少なくなります。

2　　　　　　　　　　　同左

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　2009年４月１日
至　2009年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

   対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　（2009年６月30日現在）　

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　 対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　（2010年６月30日現在）　

現金及び預金勘定 2,324,533千円

有価証券勘定 2,947,264千円

計 5,271,797千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△500,000千円

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △299,587千円

現金及び現金同等物 4,472,209千円

 

現金及び預金勘定 1,915,296千円

投資その他の資産のその他

（長期性預金）　

有価証券勘定

100,000千円

　

3,148,079千円

計 5,163,376千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△550,000千円

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △199,799千円

現金及び現金同等物 4,413,576千円
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（株主資本等関係）

　   当第１四半期連結会計期間末（2010年６月30日）および当第１四半期連結累計期間（自　2010年４月１日　至　

     2010年６月30日）

１．発行済株式の種類および総数

普通株式 29,430千株

 

２．自己株式の種類および株式数

普通株式 2,301千株

　 

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権　 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社 27,945千円

　

４．配当に関する事項　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2010年４月30日

取　締　役　会
普通株式 271,287 10.02010年３月31日2010年６月21日利益剰余金

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　 前第１四半期連結累計期間（自　2009年４月1日　至　2009年６月30日）　

   当社グループは、システムインテグレーターとして、同一セグメントに属するソフトウェアの開発、コンピ

 ュータ及び関連商品のコンサルティングから保守・運用管理に至る事業を行っており、当該事業以外に事業の

 種類がないため、該当事項はありません。

　

　

【所在地別セグメント情報】

　 前第１四半期連結累計期間（自　2009年４月1日　至　2009年６月30日）

　 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

   前第１四半期連結累計期間（自　2009年４月1日　至　2009年６月30日）

   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。

　

　

【セグメント情報】

　当社グループは、システムインテグレーターとしてお客様の業態やニーズに応じたソフトウェアを開発

し、システム機器や関連商品と併せて提供するほか、情報通信ネットワークの構築・運用管理や保守サービ

スに至るＩＴソリューション・サービスを単一のセグメントとする事業を行っているため、記載を省略して

おります。

　

　　　（追加情報）

　　　　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

　　　平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

　　　指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。　
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（金融商品関係）

    　当第１四半期連結会計期間末（2010年６月30日）

　    受取手形及び売掛金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日

    に比べて著しい変動が認められます。

　科目
四半期連結貸借対照

表計上額（千円）　
時価（千円）　 差額（千円）　

　受取手形及び売掛金 1,040,185　　 1,040,185　 －　

　

　(注)　金融商品の時価の算定方法

　受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

（有価証券関係）

　  有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

  ません。

（デリバティブ取引関係）

　  ヘッジ会計が適用されているものについては記載の対象から除いているため、当四半期連結会計期間末におい

　て注記すべき事項はありません。 

　

（ストック・オプション等関係）

  当第１四半期連結会計期間（自 2010年４月１日　至 2010年６月30日）

　ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額および科目名

　　　売上原価　　　　　　　　2,145千円

　　　販売費及び一般管理費　　6,217千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（2010年６月30日）

前連結会計年度末
（2010年３月31日）

１株当たり純資産額 282.53円 １株当たり純資産額 288.86円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　2009年４月１日
至　2009年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4.32円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
4.31円

１株当たり四半期純利益金額 5.44円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2009年４月１日
至　2009年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 118,813 147,486

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 118,813 147,486

期中平均株式数（千株） 27,522 27,128

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（千株） 46 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要　

該当する事項はありません。

 

該当する事項はありません。
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（重要な後発事象）
　

　
当第１四半期連結会計期間
（自　2010年４月１日
至　2010年６月30日）

　

　当社は2010年7月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権をス

トックオプションとして発行することを決議しました。

　①新株予約権の割当日

　　2010年7月15日　

　②新株予約権の総数

　　16,000個（新株予約権１個につき100株）　

　③新株予約権の目的となる株式の種類および数

　　当社普通株式　1,600,000株　　

　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　新株予約権１個当たり31,600円（１株当たり316円）　

　⑤新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

　　505,600,000円　

　⑥新株予約権の割当の対象者およびその人数並びに割当てる新株予約権の数

　　割当対象者　　　人数　　割当個数

　　当社取締役　　　６名　　4,350個

　　当社執行役員　　６名　　2,000個

　　当社従業員　 　108名　　9,650個　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（リース取引関係）

　リース取引開始日が2008年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、リース取引残高において、前連結会計年度末に比べて著

しい変動はありません。

２【その他】

配当　　　

当社は、取締役会において次のとおり配当について決議をしております。　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2010年４月30日

取　締　役　会
普通株式 271,287 10.02010年３月31日2010年６月21日利益剰余金
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11日

株式会社アイティフォー

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩瀬　佐千世　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石川　純夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイティ

フォーの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイティフォー及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月10日

株式会社アイティフォー

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩瀬　佐千世　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石川　純夫　　印　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原賀　恒一郎　印　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイティ

フォーの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイティフォー及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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