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（＋2,577）

平成２１年３月期第３四半期決算の概要平成２１年３月期第３四半期決算の概要
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（△5,264）（△417）（△1,251）（△52,001）（前年同期比）

（△22,631）（△24,437）（△356）（△235）（△2,057）（前年同期比）

△2,172

△20,184

税 引 前
四半期純利益

四半期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２１年３月期第３四半期】

4,702△9840161,445平成２１年３月期

第３四半期実績 （連結）

△20,176

（単位：百万円）

1,5091,54256,806インボイス ＋ インボイスＪｒ.

〔平成20年4月1日～6月30日〕 （前年同期比）

△9,040 △9,056△1,348△9294,300ダイナシティ
（連結子会社を含むグループ連結）

のれん償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

4,253

税 引 前
四半期純利益

四半期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高
《ご参考》

【平成２０年３月期第３四半期】

2,4551,8651,77758,863インボイス ＋ インボイスＪｒ.

△2,058 △1,841△1,967△84318,559ダイナシティ

1,433 1,4211,4331,41126,430日本テレコムインボイス

△36 △110△572△50715,660インボイスＲＭ

3,092 2,1253191,652113,446
平成２０年３月期

第３四半期実績 （連結）

保有株式の売却により、日本テレコムインボイスおよびインボイスＲＭは、平成２１年３月期の当社連結からはずれております。
重要性の観点から、ダイナシティは、平成２１年３月期の当社連結において、第１四半期のみ連結計上し、第２四半期以降ははずれております。そのため、ダイナシティの業績は、連結対象の平成21年３月期第１
四半期のみを記載しており、また、前年同期比については、比較対象期間が異なるため、記載しておりません。
第３四半期実績（連結）の四半期純利益には、日本テレコムインボイス株式の売却益209億円を含んでおります。
特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などの調整を行っておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

（－） （－） （－） （－） （－）



平成２１年３月期第３四半期決算の概要平成２１年３月期第３四半期決算の概要
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連結営業利益・経常利益・四半期純利益連結営業利益・経常利益・四半期純利益

【営業利益】 前年同期比 ▲75.7％

連結子会社の減少およびそれに伴う一時的な

販管費の増加による減少

【四半期純利益】 前年同期比 +121.3％

日本テレコムインボイスの譲渡益

（+209億92百万円）

ダイナシティ株式評価損 （▲30億36百万円）

貸倒引当金繰入額等 （▲119億39百万円）

【営業利益】 前年同期比 ▲75.7％

連結子会社の減少およびそれに伴う一時的な

販管費の増加による減少

【四半期純利益】 前年同期比 +121.3％

日本テレコムインボイスの譲渡益

（+209億92百万円）

ダイナシティ株式評価損 （▲30億36百万円）

貸倒引当金繰入額等 （▲119億39百万円）

２
特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

【売上高】 前年同期比 ▲45.8％

「インボイスＲＭ」、「日本テレコムインボイス」

および 「ダイナシティ」の非連結化による減収

▲49.7％

通信料金の低価格化等に伴う減収 ▲1.8％

113,446

61,445



当社の主力事業である通信事業者２社の総利益率は上昇傾向。
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第２四半期連結会計期間末
（平成２０年９月３０日）

463.1億円

62.2億円

400.9億円

【ご参考】

平成２１年３月期第３四半期 財政状態 － 連結貸借対照表平成２１年３月期第３四半期 財政状態 － 連結貸借対照表

（ ）内金額は、平成20年9月30日現在の数値との増減を示しております。

資産の部
451.7億円
（△11.4億円）

【流動資産】 192.0億円
（主な内訳）
現金預金 41.7億円
売掛金等 133.9億円

【固定資産】 259.7億円
（主な内訳）
有形固定資産 4.3億円
無形固定資産 16.8億円
（うち、のれん 13.0億円）
投資その他 238.5億円
【内訳】
投資有価証券 11.3億円
投資不動産 90.5億円
敷金保証金 5.1億円
破産更生債権 202.9億円
繰延税金資産 32.8億円
貸倒引当金 ▲105.3億円

【流動負債】 340.3億円
（主な内訳）
買掛金等 109.3億円
短期借入金 219.9億円

【固定負債】 49.0億円
（主な内訳）
社債 7.6億円
長期借入金 25.4億円
債務保証損失
引当金 14.2億円

第３四半期連結会計期間末
（平成２０年１２月３１日）

負債の部
389.4億円
（△11.5億円）

純資産の部
62.3億円
（0.1億円）

【自己資本比率】 13.8％

【インボイス＋インボイスJr.貸借対照表】

資産の部
340.2億円

純資産の部
58.6億円

負債の部
281.6億円

【流動資産】 187.8億円
（主な内訳）
現金預金 40.3億円
売掛金等 133.9億円

【固定資産】 152.3億円
（主な内訳）
有形固定資産 3.9億円
無形固定資産 16.8億円
投資その他 131.6億円

【流動負債】 246.9億円
（主な内訳）
買掛金等 109.3億円
短期借入金 131.5億円

【固定負債】 34.7億円
（主な内訳）
社債 7.6億円
長期借入金 25.4億円

【自己資本比率】 17.2％

第３四半期連結会計期間末 （平成２０年１２月３１日）

４



平成２１年３月期第３四半期 インボイスグループ トピックス平成２１年３月期第３四半期 インボイスグループ トピックス

経営資源を通信事業に集約

主力事業である通信料金一括請求サービスに特化

→ 料金請求・回収業務における顧客基盤の強化・拡大

当社が所有する日本テレコムインボイス株式会社の全株式の売却 （連結譲渡益209億92百万円）

不動産事業の抜本的見直し

◆第１四半期（平成２０年４月１日～平成２０年６月３０日）

株式会社ダイナシティの民事再生手続による特別損失計上
有効な支配関係が存在せず、かつ、当社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあるため、連結から除外

不動産事業を縮小し、将来的なリスクを最小化

◆第２四半期（平成２０年７月１日～平成２０年９月３０日）

通信料金一括請求サービス事業など、通信事業は年初予想どおり安定的に推移。

◆第３四半期（平成２０年１０月１日～平成２０年１２月３１日）

ダイナシティに対する貸付債権の一部回収にあたり、担保等にて回収を見込んでいた金額を下回る見込みとなった
ことから、貸倒引当金繰入額（連結4億32百万円）を特別損失として計上。
また、付随して生じた費用等事業再構築損（連結1億03百万円）を特別損失として計上。

５



（前年同期比）

特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

△6,568

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高
《ご参考》

【平成２０年３月期 （通期実績）】

△5,5892,3162,28978,163インボイス ＋ インボイスＪｒ.

△9,365 △9,245△2,435△79532,906ダイナシティ

2,247 2,2312,2472,20237,541日本テレコムインボイス

△36 △110△572△50715,660インボイスＲＭ

△10,484 △7,6848282,964155,806
平成２０年３月期

通期実績 （連結）

（＋12,404）（＋8,354）（△728）（△2,264）（△74,806）

（4月1日～6月30日迄）

（△14,661）（△13,632）（△666）（△439）（△763）（前年同期比）

△2,130

△20,200

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２１年３月期 （通期予想）】

4,72010070081,000平成２１年３月期

通期予想 （連結）

△20,250

（単位：百万円）

1,6501,85077,400インボイス ＋ インボイスＪｒ.

（－）（－）（－）（－）（－）〔平成20年4月1日～6月30日〕 （前年同期比）

△9,040 △9,056△1,348△9294,300ダイナシティ
（連結子会社を含むグループ連結）

保有株式の売却により、日本テレコムインボイスおよびインボイスＲＭは、平成２１年３月期の当社連結からはずれております。
通期予想（連結）には、日本テレコムインボイス株式の売却益209億円を含んでおります。
重要性の観点から、ダイナシティは、平成２１年３月期の当社連結において、第１四半期のみ連結計上し、第２四半期以降ははずれております。そのため、ダイナシティの業績予想は、連結対象の平成21年３月期第１
四半期の実績のみを記載しており、また、前年同期比については、比較対象期間が異なるため、記載しておりません。
特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などの調整を行っておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

平成２１年３月期業績予想（通期）について平成２１年３月期業績予想（通期）について

６



平成２１年３月期 業績予想 （通期） －過去４事業年度推移との比較平成２１年３月期 業績予想 （通期） －過去４事業年度推移との比較
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805

△18,828
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日本テレコムインボイス
事業開始に伴う
初期費用の発生

連結営業利益・経常利益・当期純利益連結営業利益・経常利益・当期純利益

７

＜営業利益・経常利益＞

黒字化
当社および日本テレコムイン
ボイスの業績が好調

＜当期純損失＞

インボイスＲＭの上半期での
株式売却（非連結化）および
ダイナシティの業績低迷等

＜特別利益＞

日本テレコムインボイス株式
売却に伴う譲渡益

209.9億円

＜特別損失＞

事業再構築損（ダイナシティ）
78.9億円

貸倒引当金繰入額
105.1億円

関係会社株式評価損
30.3億円

債務保証損失引当金繰入額
14.2億円

平成１８年３月期

◆通信料金一括請求サービスへの特化

◆不動産事業の大幅縮小 （ダイナシティの非連結化）

◆組織のスリム化

平成１９年３月期

平成２０年３月期平成１７年３月期 平成２１年３月期



本資料は、当社または当社グループ（以下、「インボイスグループ」といいます。）の平成２１年３月期第３四半期決算を平易に説明することを
目的として作成した業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価などといった、将来に関する記述が記載されています。
これらの将来に関する記述は、インボイスグループが現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、認識、評価、判断等を基礎として作
成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の変動可能性の要因（以下、「リスクおよび変動可能性の要因」といいま
す。）を含んでいるものです。したがいまして、これらのリスクおよび変動可能性の要因による影響を受けることがあるため、インボイスグループの
将来における実際の展開、実績、経営成績、財政状態は、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なる可能性
があります。また、インボイスグループはこの資料を発行した後は、本資料における将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負
うものではありません。
インボイスグループの主たる事業活動領域であります情報通信産業市場ならびに不動産関連市場は、常に急速な変化に晒されています。
インボイスグループに重大な影響を与え得るリスクおよび変動可能性の要因は多数あり、その例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替
の変動、および経済環境、競合条件、法令の変化などがあります。なお、リスクおよび変動可能性の要因はこれらの事項に限られるものではあ
りません。
また、本資料におきましては、インボイスグループの過去の業績、平成２１年３月期第３四半期の業績および平成２１年３月期の業績予想な
どを平易に説明するために、決算短信等における事業の種類別セグメントとは別に、主要各社別に業績数値を記載している部分があります。
その場合の表記および指し示す内容は以下のとおりであり、のれん償却、内部取引、少数株主利益などを調整していないため、主要各社別の
業績数値の単純合計は連結財務諸表の業績数値と一致するものではありません。

本説明資料および将来の記述に関するご注意事項本説明資料および将来の記述に関するご注意事項

株式会社インボイスＲＭおよび同社の完全子会社の株式会社インボイスＭＹＭ、株式会社エムジー・アタラシ
などを含むインボイスＲＭグループの連結業績数値 （平成１９年８月の株式譲渡決定に伴い、過去の業績の
みに、当社の連結対象となる平成１９年９月末までの業績数値が反映されております。）

「インボイスＲＭ」

ソフトバンク株式会社と当社の資本・業務提携に基づく、ソフトバンクテレコム株式会社（旧商号：日本テレコム
株式会社）と当社の間の戦略的合弁会社 日本テレコムインボイス株式会社の業績数値 （平成２０年４月の
株式譲渡決定に伴い、過去の業績のみに、当社の連結対象となる平成２０年３月末までの業績数値が反映
されております。）

「日本テレコムインボイス」

株式会社ダイナシティおよび同社の連結子会社の連結業績数値 （同社の民事再生手続開始等により当社
連結での重要性が低下したことに伴い、過去の業績および平成２１年３月期第１四半期のみに、当社の連結
対象となる平成２０年６月末までの業績数値が反映されております。）

「ダイナシティ」

株式会社インボイスおよび株式会社インボイスＪｒ. の連結業績数値「インボイス＋インボイスJr.」


