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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 930 9.1 △18 ― △20 ― △28 ―
20年3月期第2四半期 852 ― 41 ― 43 ― 24 ―

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 △2,023.33 ―
20年3月期第2四半期 1,774.38 1,748.42

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 1,166 504 43.2 36,427.35
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2四半期  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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 1,921 2.7 51 △64.3 40 △70.7 75 △3.8 5,421.12

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、５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、５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2四半期  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2四半期  252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2四半期  13,905株 20年3月期第2四半期  14,056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。  



当第２四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安が国内へ波
及し、企業収益の悪化、個人消費の低迷等、景気は減速傾向を示し、先行きの不透明感が強まる状況で推
移いたしました。 

当社関連業界におきましても、金融市場での信用収縮を受けた不動産業者向け融資の厳格化等や、 

改正建築基準法施行に伴う混乱が長期化するなど、当社を取り巻く事業環境が急激に変化しております。

このような状況の中で、当社は市場競争力の強化と企業信頼度の向上を経営の 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が予想より長期化していることや、マンシ

ョン分譲市場の冷え込みも当初の予想を超える状況となっている中、売上高につきましては、概ね計画通

り推移したものの、営業利益等に関しては原材料の高騰により減少いたしました。 

システム開発事業につきましても、売上高につきましては、計画より増加しておりますが、営業利益等

に関しては、外注費の増加や来期に向けての人材の雇用により販管費が増加したことにより減少いたしま

した。 

その結果、売上高471百万円（前年同期比4.6％増）、経常損失20百万円、四半期純損失22百万円となり

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。 

  

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、363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2四半期におけるサービス戸数は25,040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は、当第2四半期におけるサービス室数は3,855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3,019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31,914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236百万円（前年同期比5.8％減）となりました。 

  

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。一方、受注単価の下落や外注費の増加・人材の雇用による販管費の増加により営業利益等が

減少いたしました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

（1）HomeIT事業

（2）システム開発事業
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こうした事業活動の結果、売上高229百万円（前年同期比17.2％増）となりました。 

  

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38.1％減）と

なりました。 

  
  

  

当第２四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 134百万円増加、前払金

が41百万円の増加、立替金及び預け金が54百万円の減少、受取手形及び売掛金が52百万円の減少とな

り、前事業年度末に比べ82百万円の増加となりました。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37百万円減少しました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ44百万円増加し、1,166

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19百万円の減少、未払金および未払法人税等が11百万円

の減少、預り金が28百万円の減少、前受金が176百万円増加しました。その結果 前事業年度末に比べ

115百万円の増加となりました。固定負債では長期借入金の返済により9百万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105百万円増加し、662百万円となりました。 

純資産合計につきましては、504百万円となりました。 

この結果、自己資本比率43.2％となっております。 

  

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ134百万円増加し、565百

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。 

当第２四半期会計期間において営業活動の結果増加した資金は51百万円となりました。これは主

に、税引前四半期純損失が28百万円、売上債権の減少が52百万円、減価償却費14百万円になったこと

によるものであります。 

当第２四半期会計期間において投資活動の結果増加した資金は、126百万円となりました。これは

主に、短期滞在型マンションサービス事業に関する事業の譲渡によるものであります。 

当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、44百万円となりました。これは主

に、長期借入金の返済が10百万円、自己株式の取得が21百万円、配当金の支払が13百万円によるもの

であります。 

  
  

  

次期の日本経済は、サブプライムローン問題が長期化し、金融市場の不安定化・株安・円高基調などの

影響により景気の悪化が予想されます。特にマンションデベロッパー業界は、消費者の住宅購入意欲の減

（3）その他の事業

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

（2）キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 業績予想に関する定性的情報

株式会社ギガプライズ（3830）平成21年３月期第２四半期財務・業務の概況（非連結）

4



退、改正建築基準法施行に伴う建築確認審査の厳格化等の影響が予想以上に影響し、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

テムインテグレーションの受注拡大を図ってまいります。 

また、10月より事業譲受によりサーバー等情報機器のレンタルを行うホスティング事業を開始するとと

もに、親会社であるメディアエクスチェンジ㈱と共同で、同社iDC内に設置されているサーバー等情報機

器の運用・監視を行うMSPサービスの提供を開始しております。今後もHomeIT事業やシステム開発事業で

培ったネットワーク運用能力やサーバー構築・運用能力など活用して、新たなサービス展開に向けて積極

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1,921百万円、経常利益40百万円、当期純利益75

百万円を見込んでおります。 

  
  

  

当第２四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。 

  

法人税等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、又は、一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  

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

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

(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

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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 565,808 431,656 

受取手形 1,260 1,469 

売掛金 270,214 322,807 

原材料 14,940 12,851 

仕掛品 10,167 8,595 

繰延税金資産 2,083 3,063 

立替金 3,234 37,422 

預け金 － 20,718 

前払金 41,500 － 

貸倒引当金 △1,834 △2,319 

その他 17,044 6,131 

流動資産合計 924,418 842,397 

固定資産 

有形固定資産 

建物 17,186 17,329 

車両運搬具 220 296 

工具、器具及び備品 60,976 70,005 

土地 26,443 26,443 

有形固定資産合計 104,826 114,075 

無形固定資産 

のれん 91,267 111,339 

ソフトウエア 15,407 17,639 

その他 485 485 

無形固定資産合計 107,160 129,464 

投資その他の資産 

投資有価証券 12,616 18,871 

差入保証金 11,227 11,281 

繰延税金資産 1,694 1,871 

その他 4,190 3,620 

投資その他の資産合計 29,729 35,644 

固定資産合計 241,716 279,183 

資産合計 1,166,134 1,121,581 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 182,453 201,790 

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000 

未払金 12,324 9,194 

未払法人税等 1,699 16,142 

前受金 198,975 22,790 

預り金 12,588 41,538 

その他 13,749 15,241 

流動負債合計 441,791 326,697 

固定負債 

社債 200,000 200,000 

長期借入金 20,000 30,000 

その他 298 87 

固定負債合計 220,298 230,087 

負債合計 662,089 556,785 

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 227,895 270,045 

自己株式 △27,215 △6,186 

株主資本合計 504,344 567,523 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △299 △2,727 

評価・換算差額等合計 △299 △2,727 

純資産合計 504,045 564,795 

負債純資産合計 1,166,134 1,121,581 
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(2) 【四半期損益計算書】

  【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 930,056 

売上原価 748,106 

売上総利益 181,950 

販売費及び一般管理費 199,983 

営業損失（△） △18,033 

営業外収益 

受取利息 553 

受取家賃 780 

その他 1,050 

営業外収益合計 2,384 

営業外費用 

支払利息 2,518 

支払手数料 2,407 

営業外費用合計 4,925 

経常損失（△） △20,575 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 530 

特別利益合計 530 

特別損失 

投資有価証券売却損 752 

投資有価証券評価損 7,344 

特別損失合計 8,096 

税引前四半期純損失（△） △28,141 

法人税、住民税及び事業税 502 

法人税等調整額 △509 

法人税等合計 △7 

四半期純損失（△） △28,134 
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  【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 471,274 

売上原価 392,689 

売上総利益 78,584 

販売費及び一般管理費 98,601 

営業損失（△） △20,016 

営業外収益 

受取利息 497 

受取家賃 390 

その他 807 

営業外収益合計 1,695 

営業外費用 

支払利息 1,228 

支払手数料 659 

営業外費用合計 1,888 

経常損失（△） △20,208 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 209 

特別利益合計 209 

特別損失 

投資有価証券売却損 752 

特別損失合計 752 

税引前四半期純損失（△） △20,751 

法人税、住民税及び事業税 293 

法人税等調整額 1,031 

法人税等合計 1,324 

四半期純損失（△） △22,075 
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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２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純損失（△） △28,141 

減価償却費 14,076 

のれん償却額 20,071 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △485 

受取利息及び受取配当金 △553 

支払利息及び社債利息 2,518 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,344 

投資有価証券売却損益（△は益） 752 

売上債権の増減額（△は増加） 52,802 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,626 

仕入債務の増減額（△は減少） △19,336 

その他 23,040 

小計 68,461 

利息及び配当金の受取額 474 

利息の支払額 △2,570 

法人税等の支払額 △14,762 

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,602 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 2,258 

有形固定資産の取得による支出 △3,745 

無形固定資産の取得による支出 △780 

貸付けによる支出 △10,000 

貸付金の回収による収入 10,000 

事業譲渡による収入 170,000 

営業譲受による支出 △40,000 

その他 △962 

投資活動によるキャッシュ・フロー 126,770 

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 △10,000 

自己株式の取得による支出 △21,028 

配当金の支払額 △13,192 

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,220 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,152 

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 565,808 
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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。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
（注）自己株式△27,215円を市場より購入いたしました。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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２四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 △ 28,134 △ 28,134

 自己株式の取得 △ 21,028 △ 21,028

当第２四半期末までの変動額合計 
(千円)

― ― △ 42,150 △ 21,028 △ 63,178

当第２四半期末残高(千円) 191,735 111,930 227,895 △ 27,215 504,344
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（要約）前中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間会計期間
(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 852,740 100.0

Ⅱ 売上原価 620,096 72.7

   売上総利益 232,644 27.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 191,563 22.5

   営業利益 41,080 4.8

Ⅳ 営業外収益 5,223 0.6

Ⅴ 営業外費用 2,439 0.3

   経常利益 43,865 5.1

Ⅵ 特別損失 ― ―

   税引前中間(当期)純利益 43,865 5.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

16,186

   法人税等調整額 2,737 18,924 2.2

   中間(当期)純利益 24,941 2.9
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（要約）前中間キャッシュ・フロー計算書 

「参考資料」

前中間会計期間
(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

 １ 税引前中間(当期)純利益 43,865

 ２ 減価償却費 12,912

 ３ のれん償却費 17,482

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 69

 ５ 受取利息及び受取配当金 △ 319

 ６ 支払利息及び社債利息 1,726

 ７ 公開関連費用 ―

 ８ 売上債権の増減額(△は増加) 67,691

 ９ たな卸資産の増減額(△は増加) 11,463

 10 仕入債務の増減額(△は減少) △ 30,709

 11 その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 413

 12 その他の流動負債の増減額(△は減少) 2,887

 13 未払消費税等の増減額(△は減少) △ 17,003

 14 その他 1,311

    小計 110,963

 15 利息及び配当金の受取額 313

 16 利息の支払額 △ 1,015

 17 法人税等の支払額 △ 58,931

   営業活動によるキャッシュ・フロー 51,329

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得による支出 △ 20,231

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 18,505

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △ 55,836

 ４ 預け金の預入による支出 △ 9,731

 ５ その他 △ 914

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 105,220

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入による収入 ―

 ２ 長期借入金の返済による支出 △ 10,000

 ３ 社債の発行による収入 197,132

 ４ 株式の発行による収入 2,150

 ５ 配当金の支払額 △ 20,898

 ６ 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 168,384

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 114,493

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中間期末(期末)残高 345,999
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