
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 いい生活 上場取引所 東 

コード番号 3796 URL http://www.e-seikatsu.info/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 CEO （氏名） 中村 清高

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役副社長 CFO （氏名） 塩川 拓行 TEL 03-5423-7820

四半期報告書提出予定日 平成21年2月10日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

当第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載しておりません。  
 

(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3四半期 1,628 ― 115 ― 116 ― 50 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 741.74 693.48
20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 1,844 1,500 81.3 22,295.83
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,500百万円 20年3月期  ―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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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  無  

平成21年３月期の連結業績予想にいては、特定の数値による予想ではなく、レンジ形式による開示としております。  

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
2,255 

～2,346
―

93
～180

―
93

～180
―

46 
～95

―
682.30

～1,409.10

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  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、６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） 

当第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、前期末及び前年同四半期の株式数については記載しておりません。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、５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。 
２．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 ― 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3四半期  68,055株 20年3月期  ―株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  743株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  67,419株 20年3月期第3四半期  ―株
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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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済は、米国におけるサブ

プライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱及び世界的な景気の悪化により、企業収益は厳しさを増し

ており、加えて雇用情勢の悪化に伴い個人消費も低調に推移しており、景気後退感は一層強まっております。

当社の顧客である不動産業界におきましては、金融機関の不動産案件融資の厳格化、景気後退懸念による個人消費

意欲の後退等、不動産市況の調整局面が続いております。

　当社を取り巻くインターネット・ITサービス市場におきましては、サービスとしてのソフトウェア、SaaS型サービ

スの認知度向上とともにコスト削減効果に期待する企業からの需要は顕在化しつつあり、サービスとしてのソフトウェ

アの市場における位置づけは確実に高まってきております。

このような情勢のなかで、当社グループは、不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型サービスの本格

的な拡販を展開し、不動産会社向けの全国各地におけるマーケティング活動に注力し、ＡＳＰソリューション事業を

推進してまいりました。

不動産業界全体としては、景気悪化の影響は見られるものの、初期投資を抑制し且つ業務効率改善に繋がる当社シ

ステムの導入には前向きな反応も多く見られ、当社の顧客層も着実に拡大しております。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,628,932千円、営業利益は115,775千円、経常利益は

116,950千円、四半期純利益は50,006千円となりました。

参考までに、前年同期における非連結ベースの売上高は1,393,721千円、営業損失は27,862千円、経常損失は25,582

千円、四半期純損失は6,033千円であります。

（ＡＳＰソリューション事業）

　当第３四半期連結累計期間における営業体制については、平成20年4月に採用した新人営業が稼働を開始し、既存営

業も含め、売上高及び顧客数の拡大に向けて順調に推移してまいりました。また、平成20年７月に開設した名古屋支

店についても順調に稼働しており、東京本社、大阪支店及び福岡支店を含め国内全域の顧客をカバーする営業体制を

より一層の強化・整備を推進してまいりました。

商品・サービスの状況については、当第１四半期及び第２四半期にＡＳＰサービスの新ラインアップであるIP型「不

動産物件情報更新管理データベース・システム（売買版）」、IP型「賃貸管理システム」及びIP型「不動産会社向け

営業支援システム」をリリースし、機能強化及び販促活動を推進してまいりました。更に、その他の商品・サービス

についても、顧客ニーズに応える各種オプショナルサービスを含めた開発活動及び販促活動に注力してまいりました。

また、社内体制につきましては、内部統制の構築・強化を推進する一方で、業務効率化に向けた組織体制の見直し

や社員のコストに対する意識強化を図り、今後の成長を支える社内体制及び基盤の整備についても推進してまいりま

した。

①売上高

ＡＳＰサービスにおいては、全国規模で営業活動を展開している当社の主力サービス「不動産物件情報更新管理

データベース・システム」の基本ライセンス及び付随する各種オプショナルサービスの拡販を促進してまいりました。

これにより、ＡＳＰサービスの総顧客数は当第３四半期連結会計期間末時点で申込ベース1,659社（2,320店舗）とな

り、売上高は814,342千円となりました。

ＡＳＰサービス顧客平均月額単価（※）については、当第３四半期連結会計期間において、10月実績約60,200円／

社、11月実績約59,400円／社、12月実績約64,400円／社となっております。

 （※）物販等を除く、「当月のＡＳＰサービス売上高」を「当月のＡＳＰサービス提供ベース社数」で除した数値で、100円未満を切捨て

にしております。

アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、主に、ヤフー株式会社が運営する不動産情報サイトである「Yahoo！

不動産」に新築マンション及び新築一戸建て物件情報の掲載登録を行う入稿センター業務が順調に推移し、また、

「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務の手数料収入（取扱高総額ではなく、当社の手数料収入部

分のみを売上計上）も順調に推移してまいりました。システム受託開発においては、賃貸管理システムに関するコン

サルティング業務や既存顧客の追加システム開発案件が積み上がりました。その結果、売上高は754,739千円となり

ました。

ネットワーク・ソリューションにおいては、既存の受託運用サービス契約の一部解約があり、売上高は59,207千円

となりました。
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ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高を、ストック要素売上高及びフロー要素売上高に区分すると、ストック

要素売上高は1,472,717千円、フロー要素売上高155,572千円となっており、当社の目指す安定的な収益であるストッ

ク要素売上高が占める割合は90.4％と高い水準を維持しております。

②売上原価

主に前事業年度に導入したサーバ設備・システム基盤、サービス提供用自社資産システム・ソフトウェアの減価償

却費やシステム管理維持費等が計上された結果、826,533千円となりました。

③販売費及び一般管理費

平成20年４月の新入社員入社による増員に伴う人件費および名古屋支店開設に係る費用等が計上された結果、

669,425千円となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,628,290千円、営業利益は132,331千円となっておりま

す。

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高の概況は以下のとおりであります。

品　　　 目

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

売上高（千円） 構成割合（％）

ＡＳＰサービス

（ＡＳＰ運用業務）
814,342 50.0

アドヴァンストＡＳＰサービス

（ＡＳＰ開発業務）
754,739 46.4

ネットワーク・ソリューション 59,207 3.6

合　　　 計 1,628,290 100.0

ＡＳＰソリューション事業の要素別売上高の概況は以下のとおりであります。

要素 品目

当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日）
売上高（千円） 構成割合（％）

 ストック要素

（※１）
 ＡＳＰサービス 814,342 50.0

  ネットワーク・ソリューション 59,207 3.6

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
519,140 31.9

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
80,026 4.9

 小計 1,472,717 90.4

 フロー要素

（※２）

 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
155,572 9.6

  合計 1,628,290 100.0

※１ ストック要素

継続的な契約にもとづき、毎月一定の売上が計上されます。契約数・契約単価が増加すると毎月の売上が増

加し、契約を積上げていくことで安定した収益を上げることが可能です。

 ※２ フロー要素

都度の契約にもとづき、１契約（１納品）につき１回売上が計上されます。受注件数・受注金額が増加する

と売上が増加しますが、継続的ではなく、一時的な売上となるので事業年度毎に変動する余地が大きい性質

を持つ売上であります。
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平成20年４月～12月におけるＡＳＰサービスの総顧客数の推移は以下のとおりであります。  

（単位：社、店舗） 
平成20年

4月  5月  6月  7月  8月  9月 

社数
サービス提供ベース 1,451 1,490 1,527 1,542 1,556 1,572

申込ベース 1,468 1,512 1,563 1,562 1,578 1,604

店舗数
サービス提供ベース 1,898 1,961 2,016 2,044 2,097 2,128

申込ベース 1,917 1,995 2,086 2,104 2,137 2,194

（単位：社、店舗） 
平成20年

10月  11月  12月 

社数
サービス提供ベース 1,587 1,609 1,637

申込ベース 1,618 1,635 1,659

店舗数
サービス提供ベース 2,172 2,235 2,292

申込ベース 2,241 2,285 2,320

 ※物販等を除く

（不動産事業）

平成20年７月より、当社100％出資にて「株式会社いい生活不動産」を設立し、不動産事業を開始しております。本

事業は、当社顧客の主な事業である不動産事業について、不動産事業に関する業務の理解を深め、よりニーズの高い

商品・サービスを効率よく開発できる環境を用意するため、また、ショールームとしての機能を持ち、且つＡＳＰソ

リューション事業におけるサービスの活用メリットを不動産会社へアピールすることを目的としております。

　当第３四半期連結累計期間においては、設立間もないこともあり、売上高1,042千円、営業損失16,555千円となって

おります。

２．連結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

（資産）

　　当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は955,494千円となりました。主な内容は、現金及び預金が

612,301千円、受取手形及び売掛金が273,009千円、前払費用が39,071千円、繰延税金資産が10,395千円でありま

す。

　また、当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は889,454千円となりました。主な内容は、ソフト

ウェア及びソフトウェア仮勘定が550,893千円、工具器具及び備品が112,988千円、敷金及び保証金が161,982千円で

あります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は270,061千円となりました。主な内容は、未払金が154,586

千円、賞与引当金が10,250千円、未払法人税等が39,621千円、前受金が33,056千円であります。

　また、当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は74,109千円となりました。これは、「Yahoo!不動

産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務に係る預り保証金74,109千円であります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,500,776千円となりました。内容は、資本金が614,210千

円、資本準備金が703,978千円、利益剰余金が215,739千円、自己株式が△33,151千円であります。

②　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、612,301千円となりまし

た。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、当第３四半期連結累計期間において290,295千円の増加となりました。主な収入は、税金

等調整前四半期純利益116,659千円、減価償却費155,710千円、売上債権の減少額40,180千円、未払金の増加額27,406

千円等であり、主な支出は、賞与引当金の減少額27,482千円、未払消費税等の減少額34,454千円、法人税等の支払

額25,439千円等であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、当第３四半期連結累計期間において247,271千円の減少となりました。主な支出は、有

形・無形固定資産の取得による支出205,770千円、ゴルフ会員権の取得による支出30,163千円、敷金及び保証金の差

入による支出11,307千円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、当第３四半期連結累計期間において6,433千円の減少となりました。収入は新株予約権の

行使に伴う株式の発行による収入1,620千円であり、支出は自己株式取得による支出8,053千円であります。 

なお、当社は当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末残高との増減の状

況については記載しておりません。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月27日に公表しましたとおり変更はありません。

売上高　　 2,255～2,346百万円　　　

 営業利益　　　  93～180百万円

 経常利益　　　  93～180百万円

 当期純利益　　   46～95百万円

　平成21年３月期の業績予想につきましては、ＡＳＰサービス売上高に影響を与える営業人員の変動（増加）数が大

きく、且つ、受託開発案件の受注状況の変動が業績へ与える影響も大きいことを勘案した結果、特定の数値による予

想ではなく、レンジ形式による開示としております。

　また、ご参考までに平成21年３月期の通期の個別業績予想につきましては、平成20年５月９日に公表しております

業績予想に変更はありません。

売上高　　　2,253～2,344百万円　　　

 営業利益　　　  109～196百万円

 経常利益　　　  109～196百万円

 当期純利益　　   62～111百万円

（当第４四半期連結会計期間の活動方針）

　当第４四半期連結会計期間につきましては、引き続きＡＳＰソリューション事業のストック要素であるＡＳＰサー

ビスの拡販及び新商品の開発に注力し、事業拡大を図っていく方針であります。

ＡＳＰソリューション事業における営業体制については、平成20年4月に採用した新人営業の稼動が上がりつつある

とともに、平成20年７月に開設した名古屋支店が中京圏の既存顧客および潜在顧客への本格的な営業を開始しており、

売上高及び顧客数拡大のスピードアップに努めてまいります。

ＡＳＰソリューション事業における新商品・サービスの開発面については、当第２四半期連結累計期間に、IP型「不

動産物件情報更新管理データベース・システム（売買版）」、IP型「賃貸管理システム」およびIP型「不動産会社向

け営業支援システム」等をリリースしており、これら基本商品・サービスに付随する各種オプショナルサービスの開

発に引き続き注力すること、不動産関連システムのワンストップ・ソリューション提供体制を整備してまいります。

不動産事業については、引き続き積極的に収益を追及していくという位置づけとせず、まずはショールームとして

の役割を十分に担い、それによりＡＳＰソリューション事業の収益拡大に寄与することを最重要課題とする方針であ

ります。

当社グループ全体における売上原価及び販売管理費の費用面については、コスト管理の強化を引き続き推進してい

く方針であります。費用増加要因である不動産事業の運営費用については、業績予想には盛込み済みであり、総費用

全体としては、概ね想定レベル内で推移していくものとみております。

以上のような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は、売上高2,255～2,346百万円、営業利益93～180百万円、経常利

益93～180百万円、当期純利益46～95百万円と見込んでおります。
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平成21年３月期におけるＡＳＰソリューション事業の売上高に係る通期の業績予想の内訳については、以下のとお

りであります。

要素 品目

 業績予想

 平成21年３月期

（百万円）

 ストック要素  ＡＳＰサービス 1,298～1,368

  ネットワーク・ソリューション 77

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
600

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
89

 小計 2,064～2,134

 フロー要素
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
189～210

  合計 2,253～2,344

（注）１．上限・下限の想定について

現在見込んでいる受託開発案件が順調に受注できること、また、ＡＳＰサービスにおける営業一人の獲得でき

る顧客数及び単価が計画どおりに達成することを上限の想定としており、一方、現在の不動産市況等の動向を考

慮し、計画どおりに営業活動が進捗しなかった場合や新サービスの開始時期等が計画どおりに進捗しなかった場

合を下限の想定としております。

（注）２．上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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）

　該当事項はありません。

（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

　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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 612,301

受取手形及び売掛金 273,009

商品 603

仕掛品 9,987

前払費用 39,071

繰延税金資産 10,395

その他 13,195

貸倒引当金 △3,070

流動資産合計 955,494

固定資産  

有形固定資産  

建物附属設備 45,085

減価償却累計額 △14,458

建物附属設備（純額） 30,627

工具、器具及び備品 336,122

減価償却累計額 △223,133

工具、器具及び備品（純額） 112,988

有形固定資産合計 143,615

無形固定資産  

商標権 1,558

ソフトウエア 528,047

ソフトウエア仮勘定 22,846

無形固定資産合計 552,451

投資その他の資産  

出資金 30

ゴルフ会員権 30,163

敷金及び保証金 161,982

長期前払費用 1,210

投資その他の資産合計 193,386

固定資産合計 889,454

資産合計 1,844,948
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

未払金 154,586

未払法人税等 39,621

前受金 33,056

預り金 9,254

賞与引当金 10,250

その他 23,292

流動負債合計 270,061

固定負債  

長期預り保証金 74,109

固定負債合計 74,109

負債合計 344,171

純資産の部  

株主資本  

資本金 614,210

資本剰余金 703,978

利益剰余金 215,739

自己株式 △33,151

株主資本合計 1,500,776

純資産合計 1,500,776

負債純資産合計 1,844,948
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,628,932

売上原価 826,533

売上総利益 802,398

販売費及び一般管理費 686,623

営業利益 115,775

営業外収益  

受取利息 601

貸倒引当金戻入額 636

雑収入 7

営業外収益合計 1,245

営業外費用  

支払手数料 70

営業外費用合計 70

経常利益 116,950

特別損失  

固定資産除却損 290

特別損失合計 290

税金等調整前四半期純利益 116,659

法人税、住民税及び事業税 54,762

法人税等調整額 11,890

法人税等合計 66,652

四半期純利益 50,006
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 116,659

減価償却費 155,710

固定資産除却損 290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △636

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,482

受取利息及び受取配当金 △601

売上債権の増減額（△は増加） 40,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,624

未払金の増減額（△は減少） 27,406

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,454

預り保証金の増減額（△は減少） 23,617

その他 22,070

小計 315,136

利息及び配当金の受取額 598

法人税等の支払額 △25,439

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,295

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 △42,798

無形固定資産の取得による支出 △162,971

敷金及び保証金の差入による支出 △11,307

ゴルフ会員権の取得による支出 △30,163

その他 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,271

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 1,620

自己株式の取得による支出 △8,053

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,590

現金及び現金同等物の期首残高 575,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 612,301
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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）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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 
ASPソリュー
ション事業

不動産事業 計 消去又は全社 連結

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,627,890 1,042 1,628,932 － 1,628,932

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
400 － 400 (400) －

 計 1,628,290 1,042 1,629,332 (400) 1,628,932

 営業利益又は営業損失（△） 132,331 △16,555 115,775 － 115,775

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　２．各事業区分の主要な事業内容

　①ＡＳＰソリューション事業

不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型サービスの提供等

　（主なサービス）ＡＳＰサービス、アドヴァンストＡＳＰサービス、ネットワーク・ソリューシション

　②不動産事業

不動産の売買・賃貸・管理・仲介および鑑定ならびにコンサルティング業務等

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

 
前第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,393,721 100.0

Ⅱ　売上原価  811,608 58.2

売上総利益  582,113 41.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  609,975 43.8

営業損失  △27,862 △2.0

Ⅳ　営業外収益  2,279 0.2

　経常損失  △25,582 △1.8

Ⅴ　特別利益  32,798 2.3

Ⅵ　特別損失  3,424 0.2

税引前第３四半期純利益  3,790 0.3

法人税、住民税及び事業税 3,662   

法人税等調整額 6,162 9,824 0.7

第３四半期純損失  △6,033 △0.4

（注）当第２四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、参考までに前事業年度の（要約）四半期損益計算書を記

載しております。
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純利益  3,790

減価償却費  124,192

投資有価証券売却益  △32,798

固定資産除却損  3,424

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △1,263

賞与引当金の増加額（△減少額）  △24,718

受取利息及び受取配当金  △537

売上債権の減少額
（△増加額）

 62,873

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △9,232

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 △3,377

預り保証金の増加額  16,569

その他  3,978

小計  142,903

利息及び配当金の受取額  537

法人税等の支払額  △18,541

営業活動によるキャッシュ・フロー  124,898

Ⅱ　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  △22,875

無形固定資産の取得による支出  △136,691

投資有価証券の売却による収入  33,548

敷金・保証金の償還による収入  150

敷金・保証金の差入による支出  △9,550

投資活動によるキャッシュ・フロー  △135,418

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  3,700

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,700

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額
（△減少額）

 △6,819

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  556,470

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末残
高

 549,651

   

（注）当第２四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、参考までに前事業年度の（要約）四半期キャッシュ・フ

ロー計算書を記載しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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