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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 10,312 ― 215 ― 296 ― △30 ―

20年3月期第2四半期 8,675 △29.3 △826 ― △924 ― △1,643 ―

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 △58.21 ―

20年3月期第2四半期 △3,191.33 ―

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 22,211 16,057 71.3 30,738.51
20年3月期 21,517 16,269 74.8 31,243.84

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  15,842百万円 20年3月期  16,101百万円

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 ― ― ― 250.00 250.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 250.00 250.00

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 21,716 18.2 699 ― 700 ― 220 ― 427.18

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）  無  

(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. 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. 上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる可能性があります。な
お、業績予想に関連する事項は、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覧ください。 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  516,154株 20年3月期  516,106株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  748株 20年3月期  748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  515,388株 20年3月期第2四半期  515,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した国際金融市場
の混乱及び海外経済の減速が明確化する中、企業業績への影響や個人消費の伸び悩みなど景気の急速な減
速傾向が強まる状況となりました。当社グループの顧客層である小企業につきましても、取り巻く環境は
依然厳しく楽観を許さない状況となっております。 
 このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループは基礎構築期第２フェーズとし
て、中長期的な安定成長に向け、強固な収益基盤を確立することを目指し、経営支援サービス本流化のた
めの土台作り、マネジメント強化、インフラ整備に取り組んでまいりました。 
 これらの結果、売上高10,312百万円（前年同期比18.9％増）、営業利益215百万円（前年同期は営業損
失826百万円）、経常利益296百万円（前年同期は経常損失924百万円）、四半期純損失30百万円（前年同
期は当期純損失1,643百万円）となりました。 
  
サービス別の概況は下記のとおりです。 

  
・ＩＴパッケージ 
ＩＴパッケージにおきましては、業務フローの改善等により受注能力・ホームページ制作に関する運

動能力が安定化してきたことにより、当初計画していた売上高をほぼ達成することができました。 
・経営支援サービス 
経営支援サービスにおきましては、第１四半期に株式会社テンポリノベーションの子会社化に伴い開

業支援サービスが強化されたことにより、当初計画の売上高を191百万円上回ることができました。 
・その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社） 
その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社）におきましては、マトリクスマネジメントによる組

織強化及び「選択と集中」を実行いたしましたが、当初計画しておりました売上高を288百万円下回り
ました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.2％増加し、11,340百万円となりました。これは主に、金融
支援サービスの業務拡大に伴う金融立替金の増加1,153百万円、ＩＴパッケージ販売が順調に増加したこ
とによる売掛金が118百万円増加したことによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、10,871百万円となりました。これは主に、当社
の持分法適用関連会社であった株式会社ウェブ・ワークス及び株式会社エヌシーネットワークの異動によ
り関係会社株式が227百万円減少、また投資有価証券の売却により158百万円減少したことによります。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.2％増加し、4,385百万円となりました。これは主に、短期借
入金が500百万円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて77.5％増加し、1,768百万円となりました。これは主に、開業
支援サービスに係る預り保証金が651百万円増加したことによります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、945百万円の減少（前年同期は1,530百万円の減少）となりまし

た。これは主に、金融支援サービスにおける営業立替金の増加による資金の減少1,153百万円によるもの
です。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、201百万円（前年同期は850百万円の増加）となりました。これは主

に、ソフトウェアを中心とした無形固定資産の取得による支出240百万円、子会社株式の取得による支出
144百万円、関連会社株式の売却による収入128百万円によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果得られた資金は、255百万円（前年同期は1,279百万円の増加）となりました。これは主

に、短期借入金による1,100百万円増加と、短期借入金の返済による600百万円及び長期借入金の返済によ
る150百万円の減少によるものです。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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期初計画において売上原価として計上していた下半期営業開始のヤフー新商材に関し、ヤフー株式会社
への外注費について、売上高から控除する方法（純額表示、ネット表示）に変更することとなりました。
当該変更は、ヤフー商材の事業拡大の中、当社とヤフー株式会社との役割分担を改めて検討した結果、売
上高を純額で表示することがより合理的であると判断したことによります。その結果、売上高は約７億円
少なく計上されております。その他、昨今の景気動向を勘案し、従前よりも８億円弱売上計画を保守的に
策定いたしましたため、従前予想値と比較して売上高は1,483百万円少なく計上されております。売上計
画の調整部分に関しては、売上原価及び販売管理費の管理強化で吸収する見通しであり、営業利益、経常
利益、当期純利益への影響はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  ①棚卸資産の評価方法 
 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  ②固定資産の減価償却費の算定方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

  ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
 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 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価
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、主として移動平均法による原価法
（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。な
お、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 3,857,470 4,687,804 

受取手形及び売掛金 2,193,475 2,121,134 

たな卸資産 115,531 127,051 

営業立替金 3,677,096 2,523,640 

その他 1,589,125 1,205,084 

貸倒引当金 △92,691 △86,993 

流動資産合計 11,340,008 10,577,721 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 375,197 383,852 

減価償却累計額 △143,009 △135,719 

建物及び構築物（純額） 232,188 248,133 

車両運搬具 11,723 14,555 

減価償却累計額 △8,224 △10,278 

車両運搬具（純額） 3,498 4,276 

工具、器具及び備品 727,670 736,050 

減価償却累計額 △485,243 △467,902 

工具、器具及び備品（純額） 242,427 268,147 

貸与資産 1,664,473 980,206 

減価償却累計額 △364,664 △163,913 

貸与資産（純額） 1,299,809 816,293 

有形固定資産合計 1,777,923 1,336,850 

無形固定資産 

のれん 1,734,631 1,886,344 

ソフトウエア 1,262,026 1,416,221 

その他 7,191 7,437 

無形固定資産合計 3,003,849 3,310,003 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,084,148 2,469,816 

敷金及び保証金 1,191,915 1,215,450 

賃貸用店舗資産 1,686,984 1,058,586 

その他 1,498,932 1,970,891 

貸倒引当金 △372,291 △421,343 

投資その他の資産合計 6,089,689 6,293,400 

固定資産合計 10,871,462 10,940,255 

資産合計 22,211,470 21,517,976 
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（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 

買掛金 404,410 507,751 

短期借入金 1,500,000 1,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 287,902 296,115 

未払法人税等 158,101 102,166 

賞与引当金 18,299 28,468 

解約負担引当金 408,352 410,009 

その他 1,608,368 1,907,023 

流動負債合計 4,385,435 4,251,533 

固定負債 

長期借入金 315,608 427,760 

役員退職慰労引当金 11,000 11,000 

負ののれん 180,813 38,559 

その他 1,261,442 519,462 

固定負債合計 1,768,863 996,782 

負債合計 6,154,299 5,248,316 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,744,094 7,744,040 

資本剰余金 7,841,656 7,841,602 

利益剰余金 490,214 649,054 

自己株式 △65,195 △65,195 

株主資本合計 16,010,769 16,169,501 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △167,956 △67,741 

評価・換算差額等合計 △167,956 △67,741 

新株予約権 △129,420 △167,726 

少数株主持分 343,779 335,626 

純資産合計 16,057,170 16,269,660 

負債純資産合計 22,211,470 21,517,976 
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(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 10,312,515 

売上原価 3,306,612 

売上総利益 7,005,903 

販売費及び一般管理費 6,790,233 

営業利益 215,670 

営業外収益 

受取利息 15,375 

受取配当金 4,464 

負ののれん償却額 20,090 

持分法による投資利益 7,571 

違約金収入 34,537 

その他 42,946 

営業外収益合計 124,984 

営業外費用 

支払利息 15,448 

リース解約損 10,703 

その他 18,215 

営業外費用合計 44,366 

経常利益 296,288 

特別利益 

固定資産売却益 33,586 

関係会社株式売却益 6,000 

貸倒引当金戻入額 38,639 

その他 1,970 

特別利益合計 80,195 

特別損失 

前期損益修正損 17,442 

固定資産売却損 5,988 

固定資産除却損 115,234 

関係会社株式売却損 13,973 

投資有価証券売却損 59,297 

投資有価証券評価損 54,698 

投資事業組合清算損 36,617 

その他 64,789 

特別損失合計 368,042 

税金等調整前四半期純利益 8,441 

法人税、住民税及び事業税 135,538 

法人税等調整額 △105,249 

法人税等合計 30,289 

少数株主利益 8,152 

四半期純損失（△） △30,000 
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 (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 8,441 

減価償却費 519,823 

のれん償却額 151,713 

負ののれん償却額 △20,090 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48,786 

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,168 

解約負担引当金の増減額（△は減少） △1,656 

受取利息及び受取配当金 △19,839 

支払利息 15,448 

持分法による投資損益（△は益） △7,571 

関係会社株式売却益 △6,000 

関係会社株式売却損 13,973 

投資有価証券売却損 59,297 

投資有価証券評価損 54,698 

投資事業組合清算損 36,617 

固定資産売却益 △33,586 

固定資産売却損 5,988 

固定資産除却損 115,234 

売上債権の増減額（△は増加） △72,341 

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,976 

営業立替金の増減額（△は増加） △1,153,455 

貸与資産の取得による支出 △277,303 

賃貸用店舗資産の取得による支出 △246,058 

仕入債務の増減額（△は減少） △103,340 

未払金の増減額（△は減少） △348,742 

未払費用の増減額（△は減少） △58,945 

その他 500,078 

小計 △914,597 

利息及び配当金の受取額 44,590 

利息の支払額 △15,730 

法人税等の支払額 △59,803 

営業活動によるキャッシュ・フロー △945,540 

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 △62,665 

有形固定資産の売却による収入 97,634 

無形固定資産の取得による支出 △240,933 

無形固定資産の売却による収入 59,438 

投資有価証券の売却による収入 14,421 

敷金及び保証金の差入による支出 △85,866 

敷金及び保証金の回収による収入 101,394 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△144,188 

関係会社株式の売却による収入 128,220 

貸付けによる支出 △1,100 

貸付金の回収による収入 4,489 

その他 △72,335 

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,490 

株式会社テレウェイヴ(2759)平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 7 -



  

（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 

短期借入れによる収入 1,100,000 

短期借入金の返済による支出 △600,000 

長期借入れによる収入 30,000 

長期借入金の返済による支出 △150,365 

配当金の支払額 △119,282 

その他 △4,613 

財務活動によるキャッシュ・フロー 255,738 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △891,291 

現金及び現金同等物の期首残高 4,521,859 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,630,568 
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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 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。

  

当第２四半期連結会計期間（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。 

  

【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） 

当社グループの事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセ

グメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

【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） 

本邦以外の国又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、当該事項はありませ

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） 

海外売上高がないため、当該事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 中間連結損益計算書 

  

「参考資料」

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 8,675,598 100.0

Ⅱ 売上原価 2,917,166 33.6

   売上総利益 5,758,431 66.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,585,027 75.9

   営業損失(△) △ 826,596 △ 9.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 9,178

 ２ 受取配当金 6,056

 ３ 販売報奨金 3,102

 ４ 受取手数料 31,137

 ５ 法人税等還付加算金 8,747

 ６ その他 11,011 69,234 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 7,250

 ２ 株式交付費 660

 ３ 棚卸資産評価損 6,682

 ４ 投資事業組合損失 63,730

 ５ 持分法による 
   投資損失

80,062

 ６ その他 9,208 167,594 2.0

   経常損失(△) △924,956 △10.7

Ⅵ 特別利益

 １ 前期損益修正益 677

 ２ 固定資産売却益 6,241

 ３ 投資有価証券売却益 30,600

 ４ 関係会社株式売却益 871,252

  ５ 役員退職慰労引当金戻入益  5,625 914,395 10.6
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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
(％)

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 574,486

 ２ 固定資産売却損 4,538

 ３ 投資有価証券評価損 250,084

 ４ 投資有価証券売却損 11,868

 ５ 事務所移転損失 68,573

 ６ 貸倒引当金繰入額 130,000

 ７ 減損損失 182,904

 ８ その他 2,000 1,224,456 14.1

      税金等調整前中間純損失(△) △ 1,235,017 △ 14.2

   法人税、住民税及び事業税  167,155

   法人税等調整額 258,145 425,301 4.9

   少数株主損失(△) △ 16,785 △ 0.2

   中間純損失(△) △ 1,643,533 △ 18.9
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