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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 42,257 ― △184 ― △432 ― 4,679 ―
20年3月期第2四半期 82,557 36.7 1,255 ― 369 ― 1,957 ―

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2四半期 414.27 ―
20年3月期第2四半期 169.65 ―

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2四半期 46,318 6,224 13.4 551.03
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2四半期  6,224百万円 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  有   

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） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 81,000 △48.0 700 △76.4 100 △87.9 5,250 ― 464.74

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  無  

(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８月12日に公表いたしました連結業績予想は、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 2 社 （社名
日本テレコムインボイス株式会社、株式会社ダ
イナシティ

）

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2四半期 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2四半期 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2四半期 11,296,567株 20年3月期第2四半期 11,538,129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２四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が以前にも増して進行し、世界的な景気減速は先行き不透明感が一

層強まった状況で推移しております。

  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、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および金融機関の融

資審査の厳格化や、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、他の業界以上に著しい危機的状況が続いており

ます。

　このような状況の中、不動産事業を展開しております子会社の株式会社ダイナシティにおきましても、当該事

業環境の変化に対応するため、コンパクトマンション事業へ経営資源を集中させ、また不動産ソリューション事

業よりの撤退および一部開発プロジェクトの中止、人員および経費の削減など事業の再構築を実施してまいりま

したが、当第２四半期に入り不動産市況の悪化はさらに進み、不動産ソリューション事業にて保有していた物件

の売却も進まず、金融機関の新規融資や借換え融資が急激に厳しくなったことから、資金繰りにも窮するように

なりました。同社は、新たな資金調達の方法を模索するものの、同業者の破綻が続くなど逆風の中で決済資金の

調達の目途が立たず、やむを得ず民事再生手続きにより再建することを決断いたしました。当該事実の発生によ

り、当社と同社は有効な支配従属関係が存在しないこととなり、当社の利害関係人の判断を誤らせるおそれがあ

るため、当第２四半期連結会計期間より同社およびその連結子会社を連結の範囲から除外しております。

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は42,257,286千円（前年同期は82,557,448千円）、経常損失

は432,356千円（前年同期は369,137千円の利益）、四半期純利益は4,679,835千円（前年同期は1,957,412千円の

利益）となりました。

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２四半期連結会計期間末の資産は、46,318,388千円（前連結会計年度末は111,145,198千円）、負債は、

40,093,612千円（前連結会計年度末は99,236,642千円）、純資産は6,224,775千円（前連結会計年度末は

11,908,555千円）となりました。主な減少内容は、第１四半期連結会計期間において、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）の株式を譲渡したため、連結の範囲から除外して

いること及び第２四半期連結会計期間においては、株式会社ダイナシティを連結の範囲から除外したことから資

産、負債、純資産は減少しております。

 

　  （2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累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、税金等調整前四半期純

損失、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、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額等があったことにより、前連結会計年度末に比べ6,538,288

千円減少し、5,601,485千円となりました。

（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、5,617,287千円となりました。

　主な要因としましては、株式会社ダイナシティに対する貸付金等にかかる貸倒引当金の増加10,219,836千円が

あった一方で、税金等調整前四半期純損失1,964,663千円、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4,517,741

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、21,760,371千円となりました。

　主な要因としましては、日本テレコムインボイス（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。
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（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、19,676,109千円となりました。

　主な要因としましては、長・短借入金の純減少額18,330,055千円、配当金の支払額1,111,582千円等によるも

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、株式会社ダイナシティの民事再生手続開始に伴う株式や貸付金等の評価減

及び連結範囲の変更並びに当第２四半期における業績の進捗等を勘案し、平成20年８月12日に公表いたしました

平成21年３月期の通期連結業績予想並びに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「平成21年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異および通期業績予想の修正なら

びに配当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）は株式をすべて譲渡し

たため、第１四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。株式会社ダイナシティは、民事

再生手続開始の申立てに伴い、当社との有効な支配従属関係が存在せず、かつ、当社の利害関係人の判断を著

しく誤らせるおそれがあるため、同社及びその連結子会社を当第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除

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

　該当事項はありません。

（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。

 　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、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、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損失に与える影響は軽微であります。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,649,482 12,139,774

受取手形及び売掛金 10,869,857 17,570,085

完成工事未収入金 35,543 109,513

営業投資有価証券 549,820 842,071

商品及び製品 － 5,422

原材料及び貯蔵品 1,134 23,577

未成工事支出金 163,004 58,558

販売用不動産 9,059,867 64,208,387

繰延税金資産 85,918 212,635

その他 1,407,574 9,259,057

貸倒引当金 △19,643 △139,062

流動資産合計 27,802,559 104,290,019

固定資産   

有形固定資産 376,986 901,470

無形固定資産   

のれん 1,324,096 465,510

その他 382,071 480,424

無形固定資産合計 1,706,167 945,934

投資その他の資産   

投資有価証券 786,773 1,453,733

敷金及び保証金 518,437 1,337,860

破産更生債権等 20,832,415 －

繰延税金資産 3,257,918 675,231

その他 1,130,286 2,930,731

貸倒引当金 △10,093,157 △1,389,783

投資その他の資産合計 16,432,674 5,007,773

固定資産合計 18,515,828 6,855,178

資産合計 46,318,388 111,145,198



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 8,239,838 23,516,057

工事未払金 59,239 81,465

短期借入金 24,803,000 40,532,096

未払法人税等 303,171 1,684,122

賞与引当金 37,650 309,101

その他 909,910 5,251,539

流動負債合計 34,352,810 71,374,381

固定負債   

社債 760,000 940,000

長期借入金 3,384,000 26,480,065

退職給付引当金 64,959 54,265

長期預り敷金保証金 520 385,298

債務保証損失引当金 1,427,450 －

その他 103,872 2,632

固定負債合計 5,740,802 27,862,260

負債合計 40,093,612 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 △25,524,831 △30,204,667

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 6,245,766 2,695,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,839 △32,276

繰延ヘッジ損益 △16,151 △26,849

評価・換算差額等合計 △20,990 △59,125

新株予約権 － 119,451

少数株主持分 － 9,152,640

純資産合計 6,224,775 11,908,555

負債純資産合計 46,318,388 111,145,198



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 42,257,286

売上原価 38,941,413

売上総利益 3,315,872

販売費及び一般管理費 3,500,573

営業損失（△） △184,700

営業外収益  

受取利息 242,795

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 237,199

営業外収益合計 575,948

営業外費用  

支払利息 636,296

支払手数料 152,483

その他 34,825

営業外費用合計 823,604

経常損失（△） △432,356

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 6,996

投資不動産売却損 5,486

減損損失 11,579

事業再構築損 7,787,241

貸倒引当金繰入額 10,079,406

債務保証損失引当金繰入額 1,427,450

投資有価証券売却損 2,046

投資有価証券評価損 274,966

関係会社株式評価損 3,036,853

特別損失合計 22,632,027

税金等調整前四半期純損失（△） △1,964,663

法人税、住民税及び事業税 288,707

法人税等調整額 △2,476,425

法人税等合計 △2,187,718

少数株主損失（△） △4,456,780

四半期純利益 4,679,835



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 △1,964,663

減価償却費 72,571

減損損失 11,579

のれん償却額 32,230

事業再構築損 5,888,855

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,219,836

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,014

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,427,450

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,694

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 △245,995

支払利息 636,296

固定資産除却損 6,996

投資有価証券評価損益（△は益） 274,966

関係会社株式評価損 3,036,853

関係会社株式売却損益（△は益） △20,992,943

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 62,515

売上債権の増減額（△は増加） △171,975

たな卸資産の増減額（△は増加） 961,279

仕入債務の増減額（△は減少） △4,517,741

未払費用の増減額（△は減少） △163,248

その他 △128,488

小計 △3,757,560

利息及び配当金の受取額 238,369

利息の支払額 △604,067

事業再構築損の支払 △27,573

法人税等の支払額 △1,466,455

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,617,287

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 △55,295

有形及び無形固定資産の売却による収入 121

投資有価証券の売却による収入 4,371

貸付金の回収による収入 1,702,044

貸付けによる支出 △4,163,050

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 92,674

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,760,371



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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） △12,178,499

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 △8,171,556

社債の償還による支出 △180,000

リース債務の返済による支出 △6,475

預金の担保提供による支出 △47,996

配当金の支払額 △1,111,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,676,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,533,025

現金及び現金同等物の期首残高 12,139,774

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △3,005,263

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,601,485



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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
36,606,949 1,068,918 4,300,380 281,037 42,257,286 － 42,257,286

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
13,382 － － 3,510 16,892 　(16,892) －

計 36,620,332 1,068,918 4,300,380 284,547 42,274,178 　(16,892) 42,257,286

営業利益

(又は営業損失）
714,833 210,479 △931,906 △178,106 △184,700 － △184,700

（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．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。

　４．第２四半期連結会計期間において、株式会社ダイナシティ（「不動産関連事業」）は、民事再生手続開始の申

立てに伴い、当社との有効な支配従属関係が存在せず、かつ、当社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそ

れがあるため、連結の範囲から除外しております。

　なお、前連結会計年度末の「不動産関連事業」の資産74,787,577千円に含まれる同社の金額は、65,593,105千

円であります。

－ 1 －



〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）において、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。

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  82,557,448 100.0

Ⅱ　売上原価  69,296,576 83.9

売上総利益  13,260,872 16.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  12,004,994 14.6

営業利益  1,255,878 1.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 108,613   

２．受取配当金 4,908   

３. 持分法による投資利益 1,922   

４．仕入割引 35,258   

５．その他 127,936 278,637 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 925,696   

２. 支払手数料 179,486   

３．その他 60,194 1,165,378 1.4

経常利益  369,137 0.4

Ⅵ　特別利益    

１. 固定資産売却益 549,051   

２. 投資有価証券売却益 1,000,000   

３. 関係会社株式売却益 1,347,070   

４. その他 9,021 2,905,143 3.5

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 9,415   

２. 減損損失 22,974   

３. たな卸資産評価損 32,535   

４. 投資有価証券評価損 32,200   

５. その他 15,346 112,472 0.1

税金等調整前中間純利益  3,161,808 3.8

法人税、住民税及び事業税 1,603,500   

過年度法人税等 1,260   

法人税等調整額 △264,539 1,340,220 1.6

少数株主損失（△）  △135,824 △0.2

中間純利益  1,957,412 2.4

－ 3 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 3,161,808

減価償却費 138,269

減損損失 22,974

のれん償却額 182,994

貸倒引当金の増加・減少（△）額 125,395

賞与引当金の増加・減少（△）額 △38,439

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △1,745

契約期間損失引当金の増加・減少(△) 額 △12,845

開発損失引当金の増加・減少（△）額 457,956

受取利息及び受取配当金 △113,521

支払利息 925,696

持分法による投資損益 △1,922

たな卸資産評価損 107,533

固定資産除却損 9,415

投資有価証券評価損 32,200

投資有価証券売却益 △1,000,000

関係会社株式売却益 △1,347,070

固定資産売却益 △549,051

営業投資有価証券の減少・増加（△）額 △2,205,775

売上債権の減少・増加（△）額 △414,992

たな卸資産の減少・増加（△）額 △19,413,119

未収還付消費税等の減少・増加（△）額 409,198

仕入債務の増加・減少（△）額 2,513,553

未払費用の増加・減少（△）額 △519,682

その他 1,408,224

小計 △16,122,944

利息及び配当金の受取額 56,785

利息の支払額 △904,864

法人税等の支払額 △2,238,847

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,209,870

－ 4 －



 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預け入れによる支出 △500,000

定期預金の払い戻しによる収入 500,000

有形・無形固定資産の取得による支出 △23,368

有形・無形固定資産の売却による収入 800,011

投資有価証券の取得による支出 △600,155

投資有価証券の売却による収入 4,500,206

貸付による支出 △1,869,705

貸付金の回収による収入 148,561

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入

8,545,550

その他 61,332

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,562,434

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 △3,286,200

長期借入金の借入による収入 23,988,831

長期借入金の返済による支出 △5,296,918

社債の償還による支出 △8,650,000

新株予約権の発行による収入 28,000

自己株式の取得による支出 △932,657

配当金の支払額 △1,149,030

その他 △6,310

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,695,714

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △2,951,720

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 19,518,602

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の期首残高 1,571

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 16,568,453
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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
50,326,934 1,023,923 30,842,388 364,202 82,557,448 ― 82,557,448

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
95,586 15,008 ― 32,400 142,994 （142,994) ―

計 50,422,521 1,038,931 30,842,388 396,602 82,700,443 （142,994) 82,557,448

営業費用 48,778,961 838,514 31,451,787 375,302 81,444,565 （142,994) 81,301,570

営業利益又は営業損失（△） 1,643,560 200,417 △609,399 21,299 1,255,878 ― 1,255,878

（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……………………………マンションの賃貸、仲介、管理業務、マンション販売、アセット

マネジメント、マンションＩＴ化事業（プロバイダー事業含む）、

リゾート施設運営事業等

（4）その他の事業………………………………空調工事事業等

      （営業費用の配賦方法の変更）

 前連結会計年度まで、当社の経理部門等の管理部門にかかる費用は配賦不能営業費用として消去又は全社の項目

に含めておりましたが、当中間連結会計期間から各セグメントへ配賦計算を行なう方法に変更いたしました。この

変更は、当中間連結会計期間における中核事業への経営資源集中化に伴い、当社の業績管理基準等をより厳格に見

直したことを契機として、当社の管理部門の費用の負担関係をより明確にすることで、各セグメントの損益実態を

より的確に把握するために行うものであります。

 この変更により、従来の方法に比較して当中間連結会計期間の営業費用は、「企業向け通信統合サービス事業」

が484,912千円、「集合住宅向け通信統合サービス事業」が9,977千円、「その他事業」が3,991千円それぞれ増加し、

「消去又は全社」が498,880千円減少しております。また、各事業セグメントの営業利益がそれぞれ同額減少してお

ります。

 なお、当中間連結会計期間において用いた営業費用の配賦方法によった場合、前中間連結会計期間の営業費用は、

「企業向け通信統合サービス事業」が779,180千円、「集合住宅向け通信統合サービス事業」が19,561千円、「その

他事業」が16,300千円それぞれ増加し、「消去又は全社」が815,041千円減少し、各事業セグメントの営業利益又は

営業損失がそれぞれ同額減少又は増加しております。また、前連結会計年度の営業費用は、「企業向け通信統合サー

ビス事業」が996,470千円、「集合住宅向け通信統合サービス事業」が22,764千円、「その他事業」が15,521千円そ

れぞれ増加し、「消去又は全社」が1,034,756千円減少し、各事業セグメントの営業利益又は営業損失がそれぞれ同

額減少又は増加しております。

 

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

前中間連結会計期間において、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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

前中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

－ 6 －
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