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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 23,375 ― △762 ― △1,148 ― 16,402 ―
20年3月期第1四半期 37,824 35.1 194 ― △122 ― 393 ―

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

21年3月期第1四半期 1,452.01 ―
20年3月期第1四半期 34.04 ―

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

21年3月期第1四半期 101,300 21,784 17.5 1,573.14
20年3月期 111,145 11,908 2.4 233.39

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  17,771百万円 20年3月期  2,636百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 100.00 100.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 44.00 44.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3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  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

第2四半期連結累計期間 48,600 ― △400 ― △1,500 ― 16,400 ― 1,451.77
通期 103,300 △33.7 1,750 △41.0 150 △81.9 17,800 ― 1,575.70

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）  有  

〔（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４． その他 をご覧ください。〕  

(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３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３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．平成20年５月26日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間及び通期を本資料において修正しております。 
２．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およ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。なお、上記業績予想に関する事項は３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」をご参照ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 日本テレコムインボイス株式会社 ）

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） 21年3月期第1四半期 11,680,153株 20年3月期 11,680,153株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 383,586株 20年3月期 383,586株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 11,296,567株 20年3月期第1四半期 11,571,200株



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

　当第１四半期における国内外の経済は、原油をはじめとする諸物価の高騰やサブプライムローン問題に端を発する

金融不安、株価・為替の変動などの影響により、世界的に景気の減速感が強まりました。

　一方、わが国の通信業界は、固定電話市場におけるブロードバンドサービスの展開に加え、固定通信と移動通信の

サービス融合、移動通信市場における料金競争など、事業環境は急速な変化を見せており、事業者間における競争は

激化傾向にあります。

また、連結子会社が行う不動産業界におきましては、前述のサブプライムローン問題に端を発する金融不安や、建築

基準法改正に伴う着工から竣工までの期間の長期化、諸物価高騰に伴う消費者の購買意欲の冷え込み傾向から、近年

にない大きな不況に突入しており、先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当社は、当第１四半期におきましては、前年同期には当社の連結子会社でありました「株式

会社インボイスＲＭ」および「日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会

社）」の当社保有株式をすべて譲渡し、当該子会社が連結対象から外れたことをはじめ、昨年来からの米国サブプラ

イムローン問題に端を発した金融市場の混乱でファイナンス環境が悪化した影響や建築基準法改正に伴う着工遅延や

着工数の減少等の影響による不動産事業の業績の不振から、当第１四半期連結会計期間の売上高は23,375,994千円

（前年同期比38.2％減）、経常損失は1,148,836千円（前年同期は122,547千円の損失）、四半期純利益は16,402,687

千円（前年同期は393,916千円の利益）となりました。

　　　 連結子会社の株式会社ダイナシティにおける不動産ソリューション事業等の廃止について

　昨年来からの金融および不動産業界の環境の変化により、不動産取引が急速に鈍化しております。このような環境

変化を踏まえ、追加投資の抑制や事業リスクを極小化するため、不動産ソリューション事業および収益性を充足でき

ない開発中の一部プロジェクトを廃止いたしました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　（1）資産、負債、純資産に関する分析

　   当第１四半期末の資産の部合計は、101,300,278千円（前連結会計年度末は111,145,198千円）となり、9,844,919

千円の減少となりました。主な減少内容は、平成20年４月に日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンク

テレコムパートナーズ株式会社）の株式を譲渡したことによる減少に加え、株式会社ダイナシティにおける、たな

卸資産評価損を計上したことによるものであります。なお、上記のとおり、不動産ソリューション事業等を廃止し

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間において、不動産ソリューション事業等に係る資産の所有目的を変更し、

流動資産の販売用不動産から固定資産の投資不動産へ振替えております。

　当第１四半期末の負債の部合計は、79,515,368千円（前連結会計年度末は99,236,642千円）となり、19,721,274

千円の減少となりました。主な減少内容は、支払手形及び買掛金11,401,474千円、長・短借入金5,653,055千円の

返済等によるものであります。

　当第１四半期末の純資産の部合計は、21,784,909千円（前連結会計年度末は11,908,555千円）となり、9,876,354

千円の増加となりました。主な増減内容は、株式会社ダイナシティにおける、たな卸資産評価損を計上した一方で、

日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式譲渡益があったこと

から利益剰余金の増加16,402,687千円、少数株主持分の減少5,250,091千円によるものであります。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益、事業再構

築損、関係会社株式売却益、仕入債務の減少、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入等があったこ

とにより、前連結会計年度末に比べ5,799,152千円増加し、17,938,927千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は、5,717,640千円となりました。

　主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益12,035,615千円に加え、連結子会社である株式会社ダイナシ

ティのたな卸資産評価損（事業再構築損）5,888,855千円、開発損失引当金の増加額1,898,385千円があった一方で、

日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式譲渡に伴う関係会社

株式売却益20,992,943千円、仕入債務の減少3,932,024千円等があったこと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）

　投資活動の結果増加した資金は、23,819,324千円となりました。　

　　　　 主な要因としましては、日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）

の株式譲渡に伴う収入（連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入）24,704,601千円等があったことに

よるものであります。



（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は、12,302,531千円となりました。

  主な要因としましては、長・短借入金の純減少額11,753,055千円等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社連結業績予想につきましては、当第１四半期における業績の進捗等を勘案し、平成20年５月26日に公表いたし

ました平成21年３月期の第２四半期累計連結業績予想、通期連結業績予想並びに平成21年３月期の第２四半期累計個

別業績予想、通期個別業績予想数値を修正しております。なお、業績予想の具体的修正内容は、本日発表の「特別損

失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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）

　    日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）は、当第１四半期連結

会計期間に株式をすべて譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

（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

　一般債権の貸倒見積高の算定方法

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、前連結会計年度末に

おいて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

 

（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

 　① 会計処理基準に関する変更

  当第１四半期連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月

14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14

日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 　② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、個別法による原価法（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）により算定しております。

　これにより、税金等調整前四半期純利益が5,666,282千円減少いたしました。

 ③ リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　平成５年６月17日、平成19年３月

30日最終改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号  平成６年１

月18日、平成19年３月30日最終改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

　  なお、リース取引開始日が適用初年度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た会計処理を適用しております。

　          これにより、営業損失、経常損失及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。



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20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 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,938,927 12,139,774

受取手形及び売掛金 11,515,825 17,570,085

完成工事未収入金 46,644 109,513

営業投資有価証券 670,009 842,071

商品及び製品 9,030 5,422

原材料及び貯蔵品 311,559 23,577

未成工事支出金 124,235 58,558

販売用不動産 29,377,210 64,208,387

繰延税金資産 143,231 212,635

その他 6,428,479 9,259,057

貸倒引当金 △98,202 △139,062

流動資産合計 66,466,952 104,290,019

固定資産   

有形固定資産 949,303 901,470

無形固定資産   

のれん 455,496 465,510

その他 469,272 480,424

無形固定資産合計 924,768 945,934

投資その他の資産   

投資有価証券 1,421,883 1,453,733

投資不動産 28,532,590 －

敷金及び保証金 1,105,524 1,337,860

繰延税金資産 661,453 675,231

その他 2,749,395 2,930,731

貸倒引当金 △1,511,593 △1,389,783

投資その他の資産合計 32,959,253 5,007,773

固定資産合計 34,833,326 6,855,178

資産合計 101,300,278 111,145,198



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,114,582 23,516,057

工事未払金 75,840 81,465

短期借入金 45,180,041 40,532,096

未払法人税等 56,758 1,684,122

賞与引当金 101,089 309,101

その他 2,518,948 5,251,539

流動負債合計 60,047,259 71,374,381

固定負債   

社債 940,000 940,000

長期借入金 16,179,065 26,480,065

退職給付引当金 59,612 54,265

開発損失引当金 1,898,385 －

長期預り敷金保証金 348,653 385,298

その他 42,392 2,632

固定負債合計 19,468,108 27,862,260

負債合計 79,515,368 99,236,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,341,347 17,341,347

資本剰余金 19,123,006 20,252,663

利益剰余金 △13,801,979 △30,204,667

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 17,968,619 2,695,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △176,179 △32,276

繰延ヘッジ損益 △21,332 △26,849

評価・換算差額等合計 △197,512 △59,125

新株予約権 111,253 119,451

少数株主持分 3,902,549 9,152,640

純資産合計 21,784,909 11,908,555

負債純資産合計 101,300,278 111,145,198



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 23,375,994

売上原価 21,592,501

売上総利益 1,783,492

販売費及び一般管理費 2,545,751

営業損失（△） △762,258

営業外収益  

受取利息 40,660

受取配当金 3,200

負ののれん償却額 12,202

賃貸収入 80,550

その他 131,128

営業外収益合計 267,742

営業外費用  

支払利息 482,595

支払手数料 139,354

その他 32,370

営業外費用合計 654,320

経常損失（△） △1,148,836

特別利益  

関係会社株式売却益 20,992,943

その他 106,776

特別利益合計 21,099,719

特別損失  

固定資産除却損 1,625

投資不動産売却損 5,486

減損損失 4,836

事業再構築損 7,787,241

投資有価証券評価損 116,076

特別損失合計 7,915,267

税金等調整前四半期純利益 12,035,615

法人税、住民税及び事業税 19,736

法人税等調整額 69,971

法人税等合計 89,708

少数株主損失（△） △4,456,780

四半期純利益 16,402,687



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 12,035,615

減価償却費 50,345

減損損失 4,836

のれん償却額 10,013

事業再構築損 5,888,855

貸倒引当金の増減額（△は減少） 148,249

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,347

開発損失引当金の増減額（△は減少） 1,898,385

受取利息及び受取配当金 △43,860

支払利息 482,595

固定資産除却損 1,625

投資有価証券評価損益（△は益） 116,076

関係会社株式売却損益（△は益） △20,992,943

売上債権の増減額（△は増加） △501,842

たな卸資産の増減額（△は増加） 783,266

仕入債務の増減額（△は減少） △3,932,024

未払費用の増減額（△は減少） △47,427

その他 398,248

小計 △3,791,299

利息及び配当金の受取額 42,068

利息の支払額 △474,450

事業再構築損の支払 △27,573

法人税等の支払額 △1,466,385

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,717,640

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △30,810

有形及び無形固定資産の売却による収入 121

貸付金の回収による収入 31,810

貸付けによる支出 △363,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

24,704,601

投資不動産の取得による支出 △610,308

投資不動産の売却による収入 85,213

その他 1,747

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,819,324



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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） △9,978,499

長期借入れによる収入 2,020,000

長期借入金の返済による支出 △3,794,556

リース債務の返済による支出 △1,301

配当金の支払額 △548,175

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,302,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,799,152

現金及び現金同等物の期首残高 12,139,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,938,927



　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。



（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 

企業向け通
信統合サー
ビス事業
（千円）

集合住宅
向け通信
統合サー
ビス事業
（千円）

不動産関連
事業

（千円）

その他
の事業
（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
18,423,203 539,434 4,300,380 112,975 23,375,994 － 23,375,994

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
12,178 － － 3,510 15,688 　(15,688) －

計 18,435,382 539,434 4,300,380 116,485 23,391,682 　(15,688) 23,375,994

営業利益

又は営業損失（△）
158,612 82,273 △931,906 △71,237 △762,258 － △762,258

（注）１．事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な事業内容

（1）企業向け通信統合サービス事業…………通信料金一括請求サービス、国際通信サービス、その他

（2）集合住宅向け通信統合サービス事業……集合住宅向け電話サービス、集合住宅向けインターネット接続

サービス

（3）不動産関連事業……………………………不動産賃貸事業（仲介・管理業務・サブリース）、管理組合事業、

マンションＩＴ化事業等（プロバイダー事業含む）

（4）その他の事業………………………………空調工事事業等

　３．当第１四半期連結会計期間において、当社が所有する日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテ

レコムパートナーズ株式会社）の株式をすべて売却したことにより子会社ではなくなったため、資産は減少し

ております。なお、前連結会計年度末の企業向け通信統合サービス事業の資産23,162,399千円に含まれる同社

の金額は11,830,589千円であります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国また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。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

    　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 37,824,350

Ⅱ　売上原価 31,737,167

売上総利益 6,087,182

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,892,742

営業利益 194,440

Ⅳ　営業外収益 117,187

　受取利息 8,381

　その他 108,805

Ⅴ　営業外費用 434,175

　支払利息　 324,952

　その他 109,223

経常損失（△） △122,547

Ⅵ　特別利益 1,009,055

　投資有価証券売却益 1,000,000

　賞与引当金戻入益 5,653

　その他 3,402

Ⅶ　特別損失 5,486

　固定資産除却損 5,486

税金等調整前四半期純利益 881,021

法人税、住民税及び事業税 769,232

法人税等調整額 33,556

少数株主損失（△） △315,683

四半期純利益 393,916



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅰ　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 881,021

減価償却費 50,457

のれん償却額 96,098

貸倒引当金の増加・減少（△）額 39,341

賞与引当金の増加・減少（△）額 △9,457

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △12,604

契約期間損失引当金の増加・減少(△) 額 △6,428

受取利息及び受取配当金 △13,204

支払利息 324,952

持分法による投資損失 △21,747

有形・無形固定資産除却損 5,486

投資有価証券売却益 △1,000,000

営業投資有価証券の減少・増加（△）額 △50,000

売上債権の減少・増加（△）額 △1,040,648

たな卸資産の減少・増加（△）額 △4,896,828

仕入債務の増加・減少（△）額 2,875,306

未払費用の増加・減少（△）額 △286,832

その他 971,470

小計 △2,093,618

利息及び配当金の受取額 13,438

利息の支払額 △310,736

法人税等の支払額 △2,549,366

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,940,282

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △11,977

有形・無形固定資産の売却による収入 11

投資有価証券の取得による支出 △5,750,090

投資有価証券の売却・償還による収入 4,500,000

貸付による支出 △600

貸付金の回収による収入 32,623

その他 71,349

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,158,683



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅲ　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 885,200

長期借入金の借入による収入 5,190,831

長期借入金の返済による支出 △1,623,331

配当金の支払額 △777,311

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,675,388

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △2,423,577

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 19,518,602

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 17,095,024
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