
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 上場取引所 福 
コード番号 4827 URL http://www.businessone-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 尾崎 朝樹
問合せ先責任者 （役職名） 業務本部本部長 （氏名） 中野 隆文 TEL 092－534－7210

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13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） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりま 
    せん。  

(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3四半期 578 ― △49 ― 22 ― 19 ―
20年3月期第3四半期 234 ― △13 ― △12 ― △21 ―

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 458.91 ―
20年3月期第3四半期 △506.72 ―

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 781 451 57.7 10,871.46
20年3月期 801 431 53.9 10,412.13

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  451百万円 20年3月期  431百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 833 200.7 △31 ― 36 ― 35 ― 843.59

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、５ページ「定期性情報・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  有  

(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） 

(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．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、本資料の発表日現在においての経済環境や事業計画等に基づいて作成したものであり、業績の実績は
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページ「定期性情報・財務諸表等」３．連結業務予想に関す
る定期性情報をご覧ください。 
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 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日を適用しています。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います。  

新規 2 社 （社名
株式会社ビジネス・ワンファイナンス        
株式会社ビジネス・ワン

） 除外 1 社 （社名 ホワイトアメニティ株式会社 ）

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  41,489株 20年3月期  41,489株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  0株 20年3月期  0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  41,489株 20年3月期第3四半期  41,489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 

 平成20年４月１日から12月31日の９か月間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱に

よる影響から、輸出や生産が大幅に減少し、企業収益も大幅に減少したことから、雇用情勢も急速に悪化し、景気に

対する不透明感が拡大している状況となっております。 

 先行きにつきましては、当面、悪化が続くとみられ、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れも懸念

され、株式・為替市場の大幅な変動の影響など、景気をさらに下押しするリスクが存在することに留意しなければな

らない状況となっております。 

 このような環境の下、当社におきましては、平成20年７月１日より、持株会社制に移行し、グループ全体の早期業

績回復を目指す為、各事業部門において子会社の経営指導及び管理を行ってまいりました。 

 その結果、下記セグメント別の記載の通り、不動産事業における分譲マンション管理収益は安定的に推移したもの

の、ソフトウェア事業におけるパッケージソフトウェアの売上高不足が影響し、当第３四半期連結会計期間におきま

しては、連結売上高は578,418千円、営業損失49,570千円となりました。しかしながら、アドバイザリー契約等によ

る受取手数料を含む営業外収益85,327千円を計上したことにより、経常利益22,396千円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりとなりました。 

①ソフトウェア事業 

 当第３四半期において、弊社製品「フォーム名人ＲｅＢｏ」「写楽々ＲｅＢｏ」、物件台帳管理システム「コロン

バス」販売強化のため、既存顧客をターゲットとした受注活動に注力するとともに、製品の質や生産性の向上に努め

てまいりました。加えて受託開発案件の受注高確保のため、自社パッケージソフトウェアをベースとしたカスタマイ

ズ中心の提案型営業を展開し、既存顧客の満足度向上に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、市場の急激な落ち込みにより、企業の設備投資の減少が加速度を増したことから、パッケージソフ

トウェア製品の販売が大幅に減少し、当第３四半期におきましては、売上高113,322千円、営業損失49,159千円とい

う結果になりました。 

②不動産事業 

 当第３四半期においては、当社の連結子会社である、ネットワークサポート株式会社とホワイトアメニティ株式会

社を平成20年10月１日付けで、ネットワークサポート株式会社を存続会社とする吸収合併をし、社名を株式会社ビジ

ネス・ワンファシリティーズへ変更いたしました。２社が持つ営業基盤の統合を図ったことにより、安定したサービ

スの徹底を行うと共に、さらなるスケールメリットを生み出すべく、新規管理物件取得に向けて積極的な活動を展開

してまいりました。 

 その結果、分譲マンション管理収益は安定的に増加し、当第３四半期におきましては、売上高437,625千円、営業

利益39,468千円となりました。 

 ③ファイナンス事業 

 当社連結子会社の株式会社ビジネス・ワンファイナンスが平成20年７月15日付けで貸金業の登録を受け、ファイナ

ンス事業の営業活動を開始致しております。 

 現在、法人向け不動産担保貸付を主として営業しておりますが、景気の急激な下降により金融及び不動産業界を取

り巻く環境も厳しい状況にあります。その中で保全を確保した上での慎重な取り組みを図っており、当第３四半期に

おきましては、売上高14,669千円、営業利益8,305千円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(１）財政状態の分析 

（資産）  

 当第３四半期における資産の残高は781,551千円（前連結会計年度末801,850千円）となりました。その内訳

は、流動資産299,863千円、固定資産481,688千円となり、前連結会計年度末に比べ20,299千円減少いたしまし

た。 

 これは主に、営業活動により現金及び預金が減少したものであります。 

 （負債） 

 当第３四半期における負債の残高は330,524千円（前連結会計年度末369,861千円）となりました。その内訳

は、流動負債107,613千円、固定負債222,910千円となり、前連結会計年度末に比べ39,337千円減少いたしまし

た。 

 これは主に、長期借入金の約定返済による減少であります。 

（純資産） 

 当第３四半期における純資産の残高は451,027千円（前連結会計年度末431,989千円）となり、19,038千円増加

いたしました。 

 これは主に、四半期純利益として19,038千円を計上したことによります。 

(２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、168,718千円となりました。 

 当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果取得した資金は39,451千円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益21,186千

円、減価償却費12,536千円、のれん償却額39,860千円及び棚卸資産の増加13,141千円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果取得した資金は32,140千円となりました。これは、有形固定資産の新規取得による支出16,388

千円及び敷金及び保証金の差入による支出12,599千円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は26,730千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出25,696千円

等によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成20年５月13日に公表しました平成21年３月

通期の連結業績予想について、以下のとおり修正いたしました。 

平成21年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）  

（修正の理由） 

 詳細につきましては、本日平成21年２月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

（参考）  

平成21年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

   

   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   

 前回発表予想（Ａ） 
百万円 

 820

百万円 

 7

 百万円 

 79

 百万円 

 50

 円 

   1,227

 銭 

 94

 今回修正予想（Ｂ）  833  △31  36  35    843  59

 増減額（Ｂ－Ａ）    13    △38    △43    △15  ― 

 増減率（％）    1.6    △542.9  △54.4  △30.0          ― 

 （ご参考）前期実績 

（平成20年３月期）  
 415  △16    △19    △107    △2,591    60

   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   

 前回発表予想（Ａ） 
百万円 

 152

百万円 

 △18

 百万円 

 52

 百万円 

 43

 円 

   1,059

 銭 

 12

 今回修正予想（Ｂ）  146  △39  35  35    843  59

 増減額（Ｂ－Ａ）    △6    △21    △17    △8          ― 

 増減率（％）    △3.9    △116.7  △32.6  △18.6          ― 

 （ご参考）前期実績 

（平成20年３月期）  
 286  △13    △17    △103    △2,494    10
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 第１四半期連結会計期間より平成20年４月15日に新規設立しました株式会社ビジネス・ワンファイナンスを連

結の範囲に含めております。 

 第２四半期連結会計期間より平成20年７月１日に新規設立しました株式会社ビジネス・ワンを連結の範囲に含

めております。 

 当第３四半期連結会計期間において、当社連結子会社である、ネットワークサポート株式会社とホワイトアメ

ニティ株式会社はネットワークサポート株式会社を存続会社とする合併を行い、社名を株式会社ビジネス・ワン

ファシリティーズへ変更しております。これによりホワイトアメニティ株式会社は解散したため、連結の範囲か

ら除外しております。   

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 貸倒実績率等が全連結会計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、前連結会計年度末の

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棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期末の棚卸高の算出については、実施棚卸を実施せず、全連結会計年度末の実施棚卸高を基礎とし

て、合理的な方法により算出する方法によっております。  

③固定資産の減価償却費の算出方法 

 減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。  

  

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） 

（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 

 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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（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、過去６期にわたり継続的に営業損失を計上しており、当第３四半期においても営業損失を計

上していることから、継続企業前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在しております。 

このような状況を解消すべく以下の経営計画を実行してまいります。 

１．経営体制見直しについて 

当社グループは、上記の結果を勘案し、平成20年７月１日より持株会社制の導入を行い、根本的な経営体制の

見直しに着手いたしました。これにより、経営の管理体制を強化するとともに、各会社の役割及び責任分担を明

確化いたします。さらに、ソフトウェア、不動産、ファイナンスの３事業を営む連結子会社３社を当社が経営指

導及び管理を行っていくことにより、グループ全体での早期の業績回復を図ってまいります。 

２．ソフトウェア事業の組織体制の見直しについて 

同事業は当第３四半期において、49,159千円の営業損失を計上しており、間接部分の販売費及び一般管理費を

吸収できない状況です。平成20年７月１日付けで100％連結子会社に同事業を移管いたしておりますが、さらに

営業拠点である東京及び大阪での活動を見直し、組織の縮小を図ります。 

 製品開発については、人員削減に伴い、既開発製品のメンテナンスを中心に新規受注案件を獲得することに絞

り込み効率的な運営を行ってまいります。 

３．不動産事業の事業基盤の強化 

 同事業は、当第３四半期においては、連結子会社２社による分譲マンション管理を主体としておりましたが、

平成20年10月１日付けで２社を合併し、新体制による営業活動を行っております。平成20年12月31日現在での管

理戸数6,962戸となっておりますが、管理戸数10,000戸を当面の目標として積極的に営業活動を行うと共に、更

なる業務の合理化を進め利益を追求してまいります。  
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  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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列により区分しております。 

    ２．各事業区分に属する主要な内容 

      ソフトウェア事業：業務用パッケージソフトウェアの企画・開発・販売・保守及び 

           受注によるシステムならびにそれに類するものの開発 

 不動産事業：分譲マンションの管理及び不動産媒介 

 ファイナンス事業：法人向け不動産担保ローン等による貸付業務 

 その他の事業：子会社に対する経営指導、フィービジネス事業 

 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） 

 当第３四半期連結累計期間において、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あり

ませんので、該当事項はありません。  

  

 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） 

当第３四半期連結累計期間において、海外売上高がありませんので、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〕 

  
ソフトウェア 

事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

ファイナンス
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 
 113,322  437,625  14,669  12,800  578,418 －  578,418

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － －  50,389  50,389  (50,389) － 

計  113,322  437,625  14,669  63,189  628,807  (50,389)  578,418

営業利益又は営業

損失(△) 
 △49,159  39,468  8,305  △14,643  △16,029  (33,543)  △49,570

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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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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) 

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 168,718 188,138

受取手形及び売掛金 62,546 94,011

商品 95 －

販売用不動産 6,001 －

原材料 2,135 2,329

仕掛品 7,343 103

その他 53,072 15,408

貸倒引当金 △50 △50

流動資産合計 299,863 299,941

固定資産   

有形固定資産 127,480 118,000

無形固定資産   

のれん 213,888 253,749

その他 17,388 15,520

無形固定資産合計 231,277 269,269

投資その他の資産   

投資有価証券 100,120 104,679

その他 22,810 9,959

投資その他の資産合計 122,930 114,638

固定資産合計 481,688 501,909

資産合計 781,551 801,850

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,911 13,107

1年内返済予定の長期借入金 35,685 34,605

未払法人税等 869 8,145

賞与引当金 － 7,024

その他 56,147 55,873

流動負債合計 107,613 118,755

固定負債   

長期借入金 213,004 239,781

退職給付引当金 7,382 7,767

その他 2,523 3,557

固定負債合計 222,910 251,106

負債合計 330,524 369,861
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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) 

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,034 789,634

資本剰余金 － 634,734

利益剰余金 14,993 △992,380

株主資本合計 451,027 431,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 451,027 431,989

負債純資産合計 781,551 801,850
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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 578,418

売上原価 349,959

売上総利益 228,458

販売費及び一般管理費 278,029

営業損失（△） △49,570

営業外収益  

受取利息 565

投資有価証券売却益 448

受取手数料 82,225

その他 2,087

営業外収益合計 85,327

営業外費用  

支払利息 10,579

支払手数料 1,910

その他 871

営業外費用合計 13,360

経常利益 22,396

特別利益  

貸倒引当金戻入額 305

特別利益合計 305

特別損失  

固定資産除却損 1,514

特別損失合計 1,514

税金等調整前四半期純利益 21,186

法人税、住民税及び事業税 2,148

法人税等合計 2,148

四半期純利益 19,038
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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 21,186

減価償却費 12,536

のれん償却額 39,860

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,024

退職給付引当金の増減額（△は減少） △384

貸倒引当金の増減額（△は減少） △305

受取利息及び受取配当金 △565

支払利息 10,579

投資有価証券売却損益（△は益） △448

固定資産除却損 1,514

売上債権の増減額（△は増加） 31,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,141

仕入債務の増減額（△は減少） 1,804

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,939

その他 △36,157

小計 53,978

利息及び配当金の受取額 565

利息の支払額 △10,579

法人税等の支払額 △7,380

法人税等の還付額 2,867

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,451

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 850

投資有価証券の売却による収入 5,008

有形固定資産の取得による支出 △16,388

無形固定資産の取得による支出 △9,010

敷金及び保証金の差入による支出 △12,599

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,140

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 △25,696

割賦債務の返済による支出 △1,034

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,419

現金及び現金同等物の期首残高 188,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 168,718
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 

－12－




