
平成１８年８月２８日

平成１９年３月期第１四半期決算説明資料



本資料は、当社および当社連結子会社（以下、「インボイスグループ」といいます。）の平成１９年３月期第１四半期決算につ
いて平易に説明することを目的として作成されたものです。
本資料にはインボイスグループに関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価などといった、将来に
関する記述が記載されています。
これらの将来に関する記述は、インボイスグループが現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、認識、評価、判断等
を基礎として作成しているものであり、既知又は未知のリスク、不確実性、その他の変動可能性の要因（以下、「リスクおよび変
動可能性の要因」といいます。）を含んでいるものです。従いまして、これらのリスクおよび変動可能性の要因による影響を受け
ることがありますため、将来におけるインボイスグループの将来における実際の展開、実績、経営成績、財政状態は、将来に関
する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なる可能性があります。また、インボイスグループはこの資料を発
行した後は、本資料における将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。
インボイスグループの主たる事業活動領域であります情報通信産業市場は常に急速な変化に晒されています。インボイスグ
ループに重大な影響を与え得るリスクおよび変動可能性の要因は多数あり、その例として、技術の進化、需要、価格、金利、為
替の変動、および経済環境、競合条件、法令の変化などがあります。なお、リスクおよび変動可能性の要因はこれらの事項に
限られるものではありません。

また、本資料におきましてはインボイスグループの平成１９年３月期第１四半期の業績を平易に説明するために、決算短信に
おける事業の種類別セグメントとは別に、主要各社別に業績を記載している部分があります。その場合の表記および指し示す
内容は以下の通りとなり、連結調整勘定償却、内部取引、少数株主利益などを調整していないため、主要各社別の業績の合
計は決算短信における連結業績と一致するものではありません。

本説明資料および将来の記述に関するご注意事項本説明資料および将来の記述に関するご注意事項

株式会社インボイスコンサルティング（平成１７年１２月設立）の平成１８年４月から6月までの実績「インボイスコンサルティング」

ソフトバンク株式会社と当社の資本・業務提携に基づく、日本テレコム株式会社と当社の間の戦略
的合弁会社 日本テレコムインボイス株式会社の平成１８年４月から６月までの実績

「日本テレコムインボイス」

株式会社インボイスＲＭ（旧商号：株式会社ダーウィン）および同社の完全子会社の株式会社イン
ボイスＭＹＭ（旧商号：株式会社マイム）、株式会社エムジー・アタラシ（旧商号：株式会社エム
ジー）などを含むインボイスＲＭグループの平成１８年４月から６月までの連結実績

「インボイスＲＭ」

株式会社インボイスおよび株式会社インボイスJr.の平成１８年４月から６月までの連結実績「インボイス」



平成１９年３月期第１四半期のトピックス平成１９年３月期第１四半期のトピックス

１.既存事業は引き続き堅調に推移。利益率向上などにより増益を達成。
「インボイス」は安定した収益基盤として売上高は前期並み、引き続き堅調に推移。利益率の向上などを図った結果、増益を達成。

「インボイスＲＭ」も社宅管理事業でインボイスの一括請求サービスを応用した新サービスを開始し、数千戸の受注を獲得するなど、
管理物件数は増加傾向。また、不動産ソリューション事業も好調に推移、平成１８年３月に売却したホテル事業の譲渡による影響を吸
収した上で増益を達成。

１.既存事業は引き続き堅調に推移。利益率向上などにより増益を達成。
「インボイス」は安定した収益基盤として売上高は前期並み、引き続き堅調に推移。利益率の向上などを図った結果、増益を達成。

「インボイスＲＭ」も社宅管理事業でインボイスの一括請求サービスを応用した新サービスを開始し、数千戸の受注を獲得するなど、
管理物件数は増加傾向。また、不動産ソリューション事業も好調に推移、平成１８年３月に売却したホテル事業の譲渡による影響を吸
収した上で増益を達成。

２.「日本テレコムインボイス」における「おとくライン」の獲得推進と業績向上に向けた取り組み。
日本テレコムとの「おとくライン」法人向け営業体制における協力関係の強化の観点より、企業規模による営業対象の区分を撤廃。
→従来、日本テレコムが直接営業することとされていた大企業群への営業も可能に。

一定の目標回線数未達により支払義務を有する業務負担金（「仕入ミニマムコミット」）の１０月以降の撤廃など、日本テレコムとの取引
条件を変更。

平成１８年３月期に計上した日本テレコムインボイスの事業開始に伴う初期投資費用（125億円）の負担解消。

→「日本テレコムインボイス」は事業拡大等に伴う大幅な損益状況の改善を見込み、当期の連結黒字化に寄与する見込み。
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平成１８年３月期に計上した日本テレコムインボイスの事業開始に伴う初期投資費用（125億円）の負担解消。

→「日本テレコムインボイス」は事業拡大等に伴う大幅な損益状況の改善を見込み、当期の連結黒字化に寄与する見込み。

３.成長戦略である周辺事業をも視野に入れたＭ＆Ａ、提携等の実施。
ダイナシティ発行の第４回新株予約権を公開買付けにより取得し、その行使により同社を連結子会社化する予定。
（現在、公開買付け期間中。当該新株予約権を保有するライブドアグループは公開買付けへの応募を表明）

ダイナシティと資本・業務提携を締結。インボイスＲＭにおいて展開するプロパティマネジメント事業を中心として事業相乗効果を創出。
物件の企画・開発から管理、その他付加価値サービスの提供までを一貫して担い、差別化を図る。

→単身者向けマンション事業に関連した事業領域を総合的に網羅し、顧客基盤の拡充と個人向けサービス事業展開を強力に推進。

※詳細につきましては、別紙ご参考資料「ダイナシティとの資本・業務提携についての概要」をご参照ください。
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2412303インボイスコンサルティング

△3,281△3,298△3,3021,605日本テレコムインボイス

当 期 純 利 益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成１９年３月期第１四半期】

△2,601△2,720△2,76628,003
平成１９年３月期
第１四半期実績（連結）

57

274

（単位：百万円）

203

489

226

414

7,457インボイスＲＭ

19,298インボイス

平成１９年３月期第１四半期決算の概要平成１９年３月期第１四半期決算の概要

当社グループの主要各社別に構成しておりますため、「事業の種類別セグメント」とは異なります。
連結調整勘定償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

－－－－インボイスコンサルティング

－－－－日本テレコムインボイス

当 期 純 利 益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成１８年３月期第１四半期】

△16816724326,480
平成１８年３月期
第１四半期実績（連結）

39

△138

（単位：百万円）

69

166

90

220

6,826インボイスＲＭ

19,654インボイス

平成１７年１２月設立の株式会社インボイスコンサルティングの業績数値であります（平成１８年３月期第１四半期には反映されておりません）。：「インボイスコンサルティング」
：

：
：

平成１７年１０月より営業を開始した日本テレコムインボイスの業績数値であります（平成１８年３月期第１四半期には反映されておりません）。「日本テレコムインボイス」

インボイスＲＭおよび同社の完全子会社のインボイスＭＹＭおよびエムジー・アタラシなどの業績を連結した数値であります。「インボイスＲＭ」

当社およびインボイスJr.の業績を連結した数値であります。「インボイス」
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平成１９年３月期第１四半期 連結売上高平成１９年３月期第１四半期 連結売上高

「インボイス」は安定した収益基盤として引き続き堅調に推移いたしました。
「インボイスＲＭ」は管理戸数の増加や不動産ソリューション事業などが好調に推移した結果、平成１８年３月に売却したホテル事業分の減
少を吸収した上で前年同期比9.2％の増収となりました。
「日本テレコムインボイス」は平成１７年１０月に営業開始したため、当四半期にのみ反映されております。

19,654 19,298

6,826 7,457

303

1,605

0

10,000

20,000

30,000

平成１８年３月期第１四半期 平成１９年３月期第１四半期

日本テレコムインボイス
インボイスコンサルティング
インボイスＲＭ
インボイス

0

10,000

20,000

30,000

平成１８年３月期第１四半期 平成１９年３月期第１四半期

（連結）26,480

（連結）28,003

26,480
28,003

（単位：百万円）

5.8％増

内部取引分の売上高を控除しておりませんので、各数値の単純合計は
連結数値と一致しておりません。

連 結 売 上 高連 結 売 上 高 主要各社別売上高主要各社別売上高

（単位：百万円）
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4

平成１９年３月期第１四半期 日本テレコムインボイス「おとくライン」の状況平成１９年３月期第１四半期 日本テレコムインボイス「おとくライン」の状況

（回線）平成18年7月31日現在平成18年7月31日現在

獲得獲得

正常正式受注正常正式受注

11月 12月 1月 2月 3月10月

25,449 30,863 30,467 29,060 26,99422,859

10,930 20,233 19,275 19,574 19,7815,842

平成１８年３月期下半期平成１８年３月期下半期

平成１９年３月期上半期平成１９年３月期上半期

開通開通 3,574 10,509 12,918 15,5480

獲得獲得

正常正式受注正常正式受注

５月 ６月 ７月 ８月 ９月４月

28,853 36,939 36,72422,479

21,472 28,436 29,96117,488

開通開通 13,213 17,965 20,25612,941

2,712

総計

290,687

192,992

109,636

（注）７月の数字は速報値です。（注）７月の数字は速報値です。



平成１９年３月期第１四半期の財政状態 連結貸借対照表平成１９年３月期第１四半期の財政状態 連結貸借対照表

平成１８年３月期（連結）
平成１９年３月期第１四半期（連結）

負債の部691.6億円 資産の部

少数株主持分 16.7億円

181.8億円

493.1億円

731.1億円
（＋39.4億円）

568.0億円
（＋74.9億円）

純資産の部

163.1億円
（△18.7億円）

利益剰余金：△30.4億円

少数株主持分11.8億円を含む。

有利子負債：＋102.1億円
未払費用：△29.4億円
（開通業務費用分等）

現金及び預金：△151.8億円
たな卸資産：＋72.1億円
売上債権：＋49.0億円
短期貸付金：＋50.0億円

自己資本比率 ： 20.7％
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48,683

69,166
73,111

20.7%

26.3%

15.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成１７年３月末 平成１８年３月末 平成１８年６月末

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

純資産

総資産

自己資本比率

7,313

18,180 16,310

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成１７年３月末 平成１８年３月末 平成１８年６月末

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
（単位：百万円）

平成１９年３月期第１四半期の財政状態 連結総資産・純資産の推移平成１９年３月期第１四半期の財政状態 連結総資産・純資産の推移
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22,558

8,812

19,031

660 11,895

11,903

42.3%

30.0%

47.7%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成１７年３月末 平成１８年３月末 平成１８年６月末

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

長期負債

短期負債

有利子負債比率
（単位：百万円）

（合計）23,218

（合計）30,926

（合計）20,716

平成１９年３月期第１四半期の財政状態 連結有利子負債の推移平成１９年３月期第１四半期の財政状態 連結有利子負債の推移
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460155,995平成１７年９月中間期実績

当 期 純 利 益経 常 利 益売 上 高【連 結】

1801,230143,000平成１９年３月通 期

△15,939△18,199112,381平成１８年３月通期実績

△3,200

（単位：百万円）

△3,20065,000平成１８年９月中間期

△11120428,192平成１７年９月中間期実績

当 期 純 利 益経 常 利 益売 上 高【個 別】

1,1702,00060,000平成１９年３月通 期

4561,05957,722平成１８年３月通期実績

540

（単位：百万円）

90029,000平成１８年９月中間期

平成１９年３月期の業績予想について平成１９年３月期の業績予想について

１株当たり期末配当金予想 101円
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143 ,000

112 ,381

86 ,745

0

50,000

100,000

150,000

平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

平成１９年３月期の業績予想 連結売上高の推移平成１９年３月期の業績予想 連結売上高の推移

29.6％増

27.2％増

（単位：百万円）

当期は既存事業の引き続きの堅調な推移と「日本テレコムインボイス」の事業拡大に伴う本格的な連結業績への寄与を見込み、連結売上
高は、中間期で650億円、通期で1,430億円（前期比27.2％増）を予想しております。
（現在、公開買付けによる新株予約権の取得およびその行使により子会社とする予定のダイナシティの業績予想は含んでおりません。）

65 ,000

0

50,000

100,000

150,000

平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

28 ,003

0

50,000

100,000

150,000

平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

（中間期予想）

（通期予想）

（当四半期実績）

連 結 売 上 高連 結 売 上 高

9



1 ,537

△18 ,828

1 ,640

△18 ,199

1 ,312 1 ,230

△15 ,939

805

180

連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

（単位：百万円）

△20,000

0

1,500

初期投資費用
（開通業務費用）

125億円

■当期は「日本テレコムインボイス」の事業拡大や初期投資費用の負担解消などにより損益状況の改善・連結黒字化を見込んでおります。
（現在、公開買付けによる新株予約権の取得およびその行使により子会社とする予定のダイナシティの業績予想は含んでおりません。）

平成１７年３月期

平成１８年３月期

※平成１８年３月期のみ

平成１９年３月期（予想）

平成１９年３月期の業績予想 連結営業利益～連結当期純利益の推移平成１９年３月期の業績予想 連結営業利益～連結当期純利益の推移
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インボイスパートナーズ合同会社

（公開買付代理人）

公開買付けへの応募
ライブドアグループは保有する

ダイナシティ第４回新株予約権の全部
（合計400個）をインボイスパートナーズ
合同会社が行う公開買付に応募

日興コーディアル証券株式会社

ライブドアグループ

ライブドアグループはダイナシティとの間の資本・事業提携を解消

ダイナシティ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（未償還残高 191億円）

ダイナシティ第４回新株予約権 合計400個

（公開買付への
応募受付・決済）

株式会社ダイナシティ

ダイナシティとの資本・業務提携

代理契約

グループ

・プロパティマネジメント事業
※不動産賃貸管理事業および不動産ソ
リューション事業の提供

・企業向け通信統合サービス
・集合住宅向け通信統合サービス
※集合住宅向けインターネット常時接続
サービス「＠GEORGE」の提供

・シングルレジデンスに特化した
不動産投資信託（REIT)の運用

33.3％
出資

資本提携の概要

１．ダイナシティを連結子会社化
※ダイナシティ第４回新株予約権をインボイスパート
ナーズ合同会社が公開買付を通じて取得し、行使。

２．ダイナシティへ社債買入消却費用を貸付け
※ダイナシティ自身による第２回無担保転換社債型新
株予約権付社債の買入消却費用191億円をインボ
イスパートナーズ合同会社から貸付け

３．ダイナシティに役員等の過半数を派遣
※インボイスがダイナシティの取締役および監査役の
それぞれ過半数を派遣

業務提携の概要

１．不動産分譲事業の共同展開
２．不動産管理事業の共同展開
３．不動産ソリューション事業の共同展開
４．マンションオーナーに対する各種サービス事業の
共同展開

５．マンションインターネット事業の共同展開
６．マンション入居者に対する一括請求サービス事業
の共同展開

・有価証券の売買・管理・運用

第2回無担保転換社債型新
株予約権付社債の買入消却
⇒ ダイナシティの潜在株式
数は減少へ

・不動産販売事業
・ソリューション事業

【株式会社ダイナシティとの資本・業務提携についての概要】（ご参考資料）

買入消却のための売渡し

ライブドアグループは保有するダイ
ナシティ第２回無担保転換社債型
新株予約権付社債の全部（未償還
残高191億円）を総額191億円でダ
イナシティへ売り渡し


