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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,375 3.4 △35 ― △39 ― 25 △25.6
20年3月期第3四半期 1,330 14.9 74 △25.9 76 10.5 34 △9.5

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 1,861.69 1,843.56
20年3月期第3四半期 2,454.22 2,416.11

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 933 486 52.2 37,599.05
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3四半期  486百万円 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  無   

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） 

※ 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。  

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  14,094株 20年3月期  14,089株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,149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3四半期  13,790株 20年3月期第3四半期  14,065株

 



1. 経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローンに端を発した世界的な金融市場の混乱を背
景に、世界経済の失速が深刻化してまいりました。また急激な円高・株価の下落により企業収益が圧迫さ
れ、雇用環境の悪化や個人消費が低迷し、景気の後退が一段と強まってまいりました。 

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最重要課題と位置付け、

優秀な技術者の育成及び営業力の強化をし、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445百万円（前年同期比7.0％減）、経常損失18百万円、四半期純利益53百万円となり

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遅れたものの、476戸増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３四半期におけるサービス戸数は25,516戸となっております。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2,874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28,390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205百万円（前年同期比20.0％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。 

こうした事業活動の結果、売上高235百万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

  

・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

（3）その他の事業
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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29.4％減）と

なりました。 

  
  

  

当第３四半期会計期間の資産につきましては、前四半期末に比べて、流動資産では現金及び預金が 

162百万円減少、前払金が41百万円減少、仮払金が10百万円減少となり、流動資産合計は、221百万円の

減少となりました。固定資産では、工具器具備品が13百万円減少となり、固定資産合計は、11百万円減

少しました。その結果、資産合計は前四半期末に比べ233百万円減少し、933百万円となりました。 

負債につきましては、流動負債では買掛金が52百万円の減少、前受金が186百万円の減少、預り金が

13百万円の増加、未払金および未払法人税等が４百万円の増加となり、流動負債合計は210百万円の減

少となりました。固定負債では長期借入金の返済により５百万円の減少となりました。その結果、負債

合計は前四半期末に比べ215百万円減少し、446百万円となりました。 

純資産合計につきましては、486百万円となりました。 

この結果、自己資本比率52.2％となっております。 

  

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前四半期末に比べ162百万円減少し、403百万

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３四半期会計期間において営業活動の結果増加した資金は74百万円となりました。これは主

に、税引前四半期純利益が76百万円、事業譲渡益が97百万円、減価償却費６百万円になったことによ

るものであります。 

当第３四半期会計期間において投資活動の結果減少した資金は、10百万円となりました。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３四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、76百万円となりました。これは主

に、長期借入金の返済が５百万円、自己株式の取得が72百万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

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

はさらに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

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
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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、平成20年10月１日の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、今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３四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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
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 403,650 431,656

受取手形 － 1,469

売掛金 270,963 322,807

商品 2,302 －

原材料 7,061 12,851

仕掛品 5,918 8,595

繰延税金資産 5,204 3,063

立替金 6,335 37,422

預け金 － 20,718

貸倒引当金 △8,568 △2,319

その他 9,956 6,131

流動資産合計 702,825 842,397

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 16,964 17,329

車両運搬具（純額） 183 296

工具、器具及び備品（純額） 47,360 70,005

土地 26,443 26,443

有形固定資産合計 90,953 114,075

無形固定資産   

のれん 91,716 111,339

ソフトウエア 16,539 17,639

その他 485 485

無形固定資産合計 108,741 129,464

投資その他の資産   

投資有価証券 10,894 18,871

差入保証金 11,200 11,281

繰延税金資産 3,899 1,871

その他 4,542 3,620

投資その他の資産合計 30,536 35,644

固定資産合計 230,231 279,183

資産合計 933,057 1,121,581
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
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 130,124 201,790

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

未払金 16,898 9,194

未払法人税等 2,206 16,142

前受金 12,422 22,790

預り金 25,995 41,538

その他 23,601 15,241

流動負債合計 231,249 326,697

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 15,000 30,000

その他 88 87

固定負債合計 215,088 230,087

負債合計 446,337 556,785

純資産の部   

株主資本   

資本金 191,860 191,735

資本剰余金 112,055 111,930

利益剰余金 281,702 270,045

自己株式 △99,255 △6,186

株主資本合計 486,362 567,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 357 △2,727

評価・換算差額等合計 357 △2,727

純資産合計 486,719 564,795

負債純資産合計 933,057 1,121,581
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 1,375,260

売上原価 1,103,951

売上総利益 271,308

販売費及び一般管理費 306,662

営業損失（△） △35,353

営業外収益  

受取利息 625

受取家賃 1,170

保険解約返戻金 706

その他 556

営業外収益合計 3,059

営業外費用  

支払利息 3,709

支払手数料 3,105

営業外費用合計 6,814

経常損失（△） △39,108

特別利益  

貸倒引当金戻入額 721

事業譲渡益 97,297

特別利益合計 98,019

特別損失  

投資有価証券売却損 752

投資有価証券評価損 10,185

特別損失合計 10,937

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 47,973

法人税、住民税及び事業税 28,585

法人税等調整額 △6,285

法人税等合計 22,299

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,673
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 445,203

売上原価 355,844

売上総利益 89,358

販売費及び一般管理費 106,678

営業損失（△） △17,320

営業外収益  

受取利息 71

受取家賃 390

保険解約返戻金 209

その他 3

営業外収益合計 675

営業外費用  

支払利息 1,190

支払手数料 697

営業外費用合計 1,888

経常損失（△） △18,533

特別利益  

貸倒引当金戻入額 191

事業譲渡益 97,297

特別利益合計 97,488

特別損失  

投資有価証券評価損 2,840

特別損失合計 2,840

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 76,114

法人税、住民税及び事業税 28,083

法人税等調整額 △5,776

法人税等合計 22,307

四半期純利益又は四半期純損失（△） 53,807
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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３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 47,973

減価償却費 20,748

のれん償却額 24,694

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,248

受取利息及び受取配当金 △608

支払利息及び社債利息 3,709

投資有価証券売却損益（△は益） 752

投資有価証券評価損益（△は益） 10,185

事業譲渡損益（△は益） △97,297

売上債権の増減額（△は増加） 53,313

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,344

仕入債務の増減額（△は減少） △71,665

その他 24,247

小計 24,644

利息及び配当金の受取額 479

利息の支払額 △4,759

法人税等の支払額 △43,276

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,911

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 △3,852

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 159,800

営業譲受による支出 △40,000

その他 △1,509

投資活動によるキャッシュ・フロー 115,915

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 △15,000

株式の発行による収入 250

自己株式の取得による支出 △93,068

配当金の支払額 △13,192

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,006

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 403,650
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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３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

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

 
（注）自己株式△93,068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３四半期末までの変動額

 新株の発行 125 125 250

 剰余金の配当 △ 14,016 △ 14,016

 四半期純利益 25,673 25,673

 自己株式の取得 △ 93,068 △ 93,068

当第２四半期末までの変動額合計 
(千円)

125 125 11,657 △ 93,068 △ 81,161

当第２四半期末残高(千円) 191,860 112,055 281,702 △ 99,255 486,362
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（要約）前四半期損益計算書 

 
  

「参考資料」

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年12月31日)

区分

Ⅰ 売上高 1,330,074

Ⅱ 売上原価 962,264

   売上総利益 367,810

Ⅲ 販売費及び一般管理費 292,814

   営業利益 74,996

Ⅳ 営業外収益 5,853

Ⅴ 営業外費用 4,078

   経常利益 76,771

   税引前中間(当期)純利益 76,771

   法人税、住民税及び事業税 39,519

   法人税等調整額 2,737

   四半期(当期)純利益 34,514
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（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書 

「参考資料」

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日 

  至 平成20年12月31日）

区分 金額

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 76,771

 ２ 減価償却費 21,544

 ３ のれん償却費 27,517

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 185

 ５ 受取利息及び受取配当金 △ 467

 ６ 支払利息及び社債利息 3,169

 ７ 公開関連費用 ―

 ８ 売上債権の増減額(△は増加) 51,559

 ９ たな卸資産の増減額(△は増加) 2,521

 10 仕入債務の増減額(△は減少) 2,548

 11 その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 1,644

 12 その他の流動負債の増減額(△は減少) 17,775

 13 未払消費税等の増減額(△は減少) △ 16,863

 14 その他 △ 1,014

    小計 183,603

 15 利息及び配当金の受取額 425

 16 利息の支払額 △ 3,155

 17 法人税等の支払額 △ 99,828

   営業活動によるキャッシュ・フロー 81,045

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の払戻による収入 12,322

 ２ 投資有価証券の取得による支出 △ 20,233

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 33,463

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △ 57,065

 ５ 預け金の預入による支出 ―

 ６ その他 △ 1,370

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 99,810

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 △ 15,000

 ３ 社債の発行による収入 197,133

 ４ 株式の発行による収入 3,200

 ５ 配当金の支払額 △ 20,924

 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 164,409

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 145,644

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 377,149
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