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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 458 14.2 1 △76.3 0 ― △6 ―
20年3月期第1四半期 401 ― 8 ― 12 ― 7 ―

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 △434.14 ―
20年3月期第1四半期 506.90 499.04

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 1,001 535 53.5 38,540.29
20年3月期 1,121 564 50.4 40,296.51

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  535百万円 20年3月期  564百万円

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期累計期間 887 4.1 7 △80.8 5 △87.5 3 △87.2 227.11
通期 2,149 14.9 209 46.0 204 47.5 118 52.4 8,545.36

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、4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) 四半期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、4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) 発行済株式数（普通株式） 

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  14,089株 20年3月期  14,089株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  187株 20年3月期  73株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  13,955株 20年3月期第1四半期  14,065株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、原油高騰に伴う原材料価格上昇の影響を受け、企業収益は減少し、

雇用情勢は厳しさが残るなど、景気後退懸念が高まる展開となりました。
当社関連業界におきましても、公共投資の縮小に加え、改正建築基準法施行に伴う混乱が尾を引く中、競

争は一段と激化し、当社は厳しい経営環境下にありました。

このような状況のなかで、当社は市場競争力の強化と企業信頼度の向上を最重要課題と位置付け、優秀な

技術者の育成及び営業力強化をし、更なる品質の向上に向けた取り組みをしております。

HomeIT事業部門におきましては、改正建築基準法施行の混乱により、若干工事の遅れがあったものの、営

業系社員を増員しサービスの向上に努めた結果、顧客数は増加いたしました。

システム開発事業におきましては、既存取引先の安定的な受注のほか、新規取引先の獲得もあり前年同期

比より増加しております。

その結果、売上高458百万円（前年同期比14.2％増）、経常損失0.3百万円、四半期純損失6百万円となりま

した。

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。

（1）HomeIT事業

マンション向けISP事業につきましては、インターネットアクセスシステム工事において、既存のデベロ

ッパーからの受注が増えたものの既存大口デベロッパーにおける改正建築基準法施行に伴う混乱により、

予定した設備導入が減少したものの、475戸の導入となりました。インターネットサービスにおいては、回

線品質向上や新規商品の提案等、利用者へのサービスの充実を図ることにより引き続きサービス戸数を増

やし、当第１四半期におけるサービス戸数は24,677戸となっております。短期滞在型マンション向けイン

ターネットサービスにおいても着実にサービス室数を増やし、その結果、当第１四半期におけるサービス

室数は4,089室となっております。

また、株式会社ライブドアからの吸収分割により継承いたしましたマンション向けISP事業におきまし

ては、サービス戸数約2,798戸となっております。したがって当社の管理する物件の合計は31,564戸とな

ります。

生活総合支援ASP事業につきましては、ASPセキュリティシステムサービスの充実化を図り、セキュリテ

ィインターホンシステム及び監視カメラシステム等の導入を拡大いたしました。また、ASPコンシェルジェ

サービスでは、マンション居住者向けのポータルサイトにおいて、ユーザーからのニーズの多いコンテン

ツの拡充を行いました。

こうした事業活動の結果、売上高273百万円（前年同期比13.7％増）となりました。

（2）システム開発事業

システム開発事業につきましては、既存取引先については安定的な受注を獲得しております。

また、従来からの強みである医療分野のシステム受託開発に加え、新たにテレマティクス分野（通信と情

報処理を組み合わせた技術）のシステム開発受託に人材リソースを集中させ、段階的な受注活動に繋がっ

ております。

こうした事業活動の結果、売上高180百万円（前年同期比14.5％増）となりました。

（3）その他の事業

その他の事業につきましては、人材派遣等を行った結果、売上高4百万円（前年同期比45.8％増）となり

ました。
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2. 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

当第１四半期会計期間の資産につきましては、流動資産では現金及び預金が41百万円減少、立替金及び

預け金が32百万円の減少、受取手形及び売掛金が31百万円の減少となり、前事業年度末に比べ102百万円の

減少となりました。固定資産では、のれん等の償却により前事業年度末に比べ7百万円減少しました。その

結果、資産合計は前事業年度末に比べ119百万円減少し、1,001百万円となりました。

負債につきましては、流動負債では買掛金が47百万円の減少、未払金及び未払法人税等が5百万円の減

少、預り金が31百万円の減少となり,前事業年度末に比べ86百万円の減少となりました。固定負債では長期

借入金の返済により5百万円の減少となりました。その結果、負債合計は前事業年度に比べ90百万円減少

し、465百万円となりました。

純資産につきましては、535百万円となりました。

この結果、自己資本比率53.5％となっております。

（2）キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ41百万円減少し、389百万円となりま

した。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は10百万円となりました。これは主に、

税引前四半期純損失が7百万円、売上債権の減少が31百万円、減価償却費7百万円になったことによるも

のであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、2百万円となりました。これは主に、

マンションISP事業におけるネットワーク機器等の有形固定資産の取得による支出2百万円によるもので

あります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、28百万円となりました。これは主

に、長期借入金の返済が5百万円、自己株式の取得が11百万円、配当金の支払が11百万円によるもので

あります。

3. 業績予想に関する定性的情報
次期の日本経済は、サブプライムローン問題が顕在化し、金融市場の不安定化・株安・円高基調などの影

響により景気が悪化する状況が予想されます。特にマンションデベロッパー業界は、消費者の住宅購買意欲

の減退、改正建築基準法の施行に伴う建築確認審査の厳格化等の影響により、業界を取り巻く環境は厳しい

状況となることが予想されます。

このような状況下において、HomeIT事業におきましては、依然厳しい業界での受注拡大を図るため、商品

の開発、営業スタッフの増強、価格競争力の強化、及び戦略的業務提携等の対策を講じてまいります。シス

テム開発事業におきましても、当社の強みである医療系システム開発の継続受注及びテレマティクス分野の

システム開発の新規受注を見込んでおります。また、集合住宅向けITマンションのニーズが高まりつつある

中で、提案営業を核とした時代のニーズに合致した付加価値サービス及び不動産会社関連のシステムインテ
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グレーションの受注拡大を図ってまいります。

一方、メディアエクスチェンジとの業務及び資本提携により、HomeIT事業におきましては、両社ISPインフ

ラストラクチャの統合によるコスト削減、稼動安定性の向上やサポート業務の効率化等を実現してまいりま

す。また、メディアエクスチェンジの有する広帯域バックボーン、iDCリソースやネットワーク構築運用能力

と、当社の有するHomeIT関連ソリューション、WEB制作技術やシステム構築・運用能力など、お互いの強み・

リソースを持ち寄り、新たなサービスメニューの開発・販売にむけて積極的に取組んで参ります。

以上により、次期の見通しといたしましては、売上高2,149百万円、経常利益204百万円、当期純利益118百

万円を見込んでおります。

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業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。

(2) 四半期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）「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業

会計基準適用指針第14号)を当第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

（2）「棚卸資産に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 389,989 431,656

受取手形 2,630 1,469

売掛金 289,747 322,807

原材料 13,962 12,851

仕掛品 11,744 8,595

繰延税金資産 1,616 3,063

立替金 3,331 37,422

預け金 21,923 20,718

貸倒引当金 △2,043 △2,319

その他 6,918 6,131

流動資産合計 739,821 842,397

固定資産

有形固定資産

建物 17,125 17,329

車両運搬具 284 296

工具、器具及び備品 65,510 70,005

土地 26,443 26,443

有形固定資産合計 109,364 114,075

無形固定資産

のれん 101,305 111,339

ソフトウエア 16,089 17,639

その他 485 485

無形固定資産合計 117,879 129,464

投資その他の資産

投資有価証券 16,431 18,871

差入保証金 11,193 11,281

繰延税金資産 2,867 1,871

その他 4,084 3,620

投資その他の資産合計 34,576 35,644

固定資産合計 261,821 279,183

資産合計 1,001,642 1,121,581
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 154,004 201,790

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

未払金 18,679 9,194

未払法人税等 805 16,142

前受金 23,584 22,790

預り金 10,534 41,538

その他 12,948 15,241

流動負債合計 240,557 326,697

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 25,000 30,000

その他 297 87

固定負債合計 225,297 230,087

負債合計 465,855 556,785

純資産の部

株主資本

資本金 191,735 191,735

資本剰余金 111,930 111,930

利益剰余金 249,970 270,045

自己株式 △18,026 △6,186

株主資本合計 535,609 567,523

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 177 △2,727

評価・換算差額等合計 177 △2,727

純資産合計 535,787 564,795

負債純資産合計 1,001,642 1,121,581
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 458,782

売上原価 355,416

売上総利益 103,365

販売費及び一般管理費 101,382

営業利益 1,982

営業外収益

受取利息 56

受取家賃 390

その他 242

営業外収益合計 688

営業外費用

支払利息 1,290

支払手数料 1,747

営業外費用合計 3,037

経常損失（△） △366

特別利益

貸倒引当金戻入額 320

特別利益合計 320

特別損失

投資有価証券評価損 7,344

特別損失合計 7,344

税引前四半期純損失（△） △7,390

法人税、住民税及び事業税 209

法人税等調整額 △1,541

法人税等合計 △1,332

四半期純損失（△） △6,058
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(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

税引前四半期純損失（△） △7,390

減価償却費 7,021

のれん償却額 10,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） △275

受取利息及び受取配当金 △50

支払利息及び社債利息 1,290

投資有価証券評価損益（△は益） 7,344

売上債権の増減額（△は増加） 31,898

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,226

仕入債務の増減額（△は減少） △47,785

その他 8,619

小計 6,478

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △2,403

法人税等の支払額 △14,677

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,219

その他 △464

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △5,000

自己株式の取得による支出 △11,840

配当金の支払額 △11,547

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,666

現金及び現金同等物の期首残高 431,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 389,989
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

(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１四半期会計（累計）期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高(千円) 191,735 111,930 270,045 △ 6,186 567,523

第１四半期末までの変動額

　剰余金の配当 △ 14,016 △ 14,016

　四半期純利益 △ 6,058 △ 6,058

　自己株式の取得 △ 11,840 △ 11,840

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

当第１四半期末までの変動額合計
(千円)

― ― △ 20,074 △ 11,840 △ 31,914

当第１四半期末残高(千円) 191,735 111,930 249,970 △ 18,026 535,609

（注）自己株式△18,026千円を市場より購入いたしました。
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「参考資料」

（要約）前四半期損益計算書

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

   至 平成20年６月30日）

区分 金額

Ⅰ 売上高 401,820

Ⅱ 売上原価 296,540

　 売上総利益 105,279

Ⅲ 販売費及び一般管理費 96,918

　 営業利益 8,361

Ⅳ 営業外収益 4,424

　１ 受取利息 7

　２ 受取配当金 4

　３ 受取家賃 390

　４ デリバティブ評価益 228

　５ その他 3,794

Ⅴ 営業外費用 499

　１ 支払利息 499

　２ 支払保証料 ―

　３ 公開関連費用 ―

　４ その他 ―

　 経常利益 12,287

Ⅵ 特別利益 786

　１ 貸倒引当金戻入 786

Ⅶ 特別損失 ―

　１ 前期損益修正損 ―

　 税引前当期純利益 13,073

　   法人税、住民税及び事業税 1,664

　 法人税等調整額 △ 4,289
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「参考資料」

（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

   至 平成20年６月30日）

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税引前四半期（当期）純利益 13,073

　２ 減価償却費 5,918

　３ のれん償却費 8,095

　４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 786

　５ 受取利息及び受取配当金 △ 11

　６ 支払利息 499

　７ デリバティブ評価損益(△は益) △ 228

　８ 公開関連費用 0

　９ 売上債権の増減額(△は増加) 187,547

　10 たな卸資産の増減額(△は増加) 8,721

　11 仕入債務の増減額(△は減少) △ 66,356

　 12 未払費用の増減額(△は減少) △ 468

  13 未払金の増減額(△は減少) 590

　 14 その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 227

　 15 その他の流動負債の増減額(△は減少) △ 1,712

　16 未払消費税等の増減額(△は減少) △ 14,813

　17 その他 △ 774

　 小計 139,066

　18 利息及び配当金の受取額 9

　19 利息の支払額 △ 500

　20 法人税等の支払額 △ 61,427

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 77,148

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △ 11,925

　２ 無形固定資産の取得による支出 △ 880

　３ その他 △ 481

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,286

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の純増減額 30,000

　２ 長期借入れによる収入 ―

　３ 長期借入金の返済による支出 △ 5,000

　４ 株式の発行による収入 1,600

　５ 公開関連費用の支払額 ―

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 26,600

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 90,461

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 231,505

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 321,966
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