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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 

  

(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 14,991 11.6 △406 ― △231 ― △1,651 ―

20年3月期第3四半期 13,438 △25.4 △682 ― △806 ― △1,697 ―

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 △3,203.46 ―

20年3月期第3四半期 △3,294.90 ―

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 19,919 14,190 72.1 27,867.72
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3四半期  14,363百万円 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  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 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. その他をご覧下さい。  

(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. その他をご覧下さい。  

(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3四半期  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3四半期  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3四半期  515,393株 20年3月期第3四半期  515,084株

- 1 -



当第３四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おきましても、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３四半期連結累計期間における当社グループは、基礎構築期の第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
のための土台づくり、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14,991百万円（前年同期比11.6％増）、営業損失406百万円（前年同期は営業損
失682百万円）、経常損失231百万円（前年同期は経常損失806百万円）、四半期純損失1,651百万円（前年
同期は四半期純損失1,697百万円）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、第２四半期まで計画とおり進捗しておりました。しかしながら、第

３四半期後半において、急激な景況感悪化から、業種・地域によって与信率の悪化等含め効率的な受注
活動に影響をきたしました。継続率の向上やさらなるサポート体制の生産性を図るべくカスタマーサポ
ート部を発足し、一定の成果をあげましたが、全体を補うことができず、当初計画を達成することがで
きませんでした。 
・経営支援サービス 
経営支援サービスにおきましては、第３四半期において、商材に係るウェイト付けを実施いたしまし

た。開業支援サービスは賃貸資産を縮小し、金融支援サービスは営業立替金を維持しながら堅調に売上
高は推移いたしましたが、その他人材支援サービスの立ち上がり遅れ及び新規商材の見直しにより、当
初計画を達成することができませんでした。 
・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、第３四半期においても、引き続き

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。結果、連結子会社が
連結範囲外に変更したこと等により、当初計画を達成することができませんでした。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、10,494百万円となりました。これは主に、金融
支援サービスが順調に推移したことにより営業立替金が1,052百万円増加したものの、現金及び預金が671
百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が303百万円減少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13.8％減少し、9,425百万円となりました。これは主に、投資
有価証券が650百万円減少したこと、資産収益性の見直しを実施したことによりソフトウエアが340百万円
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2.0％増加し、4,336百万円となりました。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39.8％増加し、1,393百万円となりました。これは主に、開業
支援サービスに係る預り保証金が638百万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、539百万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1,052百万円によるものです。なお、第３四半期連結会計
期間においては、資産・キャッシュフローを重視した運営を行った結果、営業立替金は資金流入になって
おり、営業によるキャッシュ・フローも第２四半期連結会計期間に続きましてプラスになりました。 
（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、523百万円となりました。これは主に、ソフトウエアを中心とした無

形固定資産の取得による支出359百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出230百万円
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、449百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入が1,260

百万円となったものの、短期借入金の返済による支出600百万円及び長期借入金の返済による支出242百万
円によるものです。 

【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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通期の連結業績予想に関する事項につきましては、平成20年11月14日公表の「業績予想の修正に関する
お知らせ」に変更はございません。 

  
  

 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

- 3 -

株式会社テレウェイヴ(2759)平成21年３月期　第３四半期決算短信



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 4,016,761 4,687,804

受取手形及び売掛金 1,817,254 2,121,134

たな卸資産 114,502 127,051

営業立替金 3,575,836 2,523,640

その他 995,673 1,205,084

貸倒引当金 △25,345 △86,993

流動資産合計 10,494,682 10,577,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 372,398 383,852

減価償却累計額 △157,994 △135,719

建物及び構築物（純額） 214,404 248,133

車両運搬具 5,362 14,555

減価償却累計額 △3,807 △10,278

車両運搬具（純額） 1,554 4,276

工具、器具及び備品 717,149 736,050

減価償却累計額 △505,031 △467,902

工具、器具及び備品（純額） 212,118 268,147

建設仮勘定 2,372 －

貸与資産 1,356,376 980,206

減価償却累計額 △374,663 △163,913

貸与資産（純額） 981,712 816,293

有形固定資産合計 1,412,163 1,336,850

無形固定資産   

のれん 1,620,778 1,886,344

ソフトウエア 1,076,131 1,416,221

その他 7,453 7,437

無形固定資産合計 2,704,364 3,310,003

投資その他の資産   

投資有価証券 1,819,043 2,469,816

敷金及び保証金 1,162,070 1,215,450

賃貸用店舗資産 1,436,867 1,058,586

その他 1,274,889 1,970,891

貸倒引当金 △384,131 △421,343

投資その他の資産合計 5,308,739 6,293,400

固定資産合計 9,425,266 10,940,255

資産合計 19,919,949 21,517,976
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 363,778 507,751

短期借入金 1,500,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 136,080 296,115

未払法人税等 46,557 102,166

賞与引当金 5,280 28,468

解約負担引当金 378,800 410,009

債務保証損失引当金 294,896 －

その他 1,610,759 1,907,023

流動負債合計 4,336,152 4,251,533

固定負債   

長期借入金 41,400 427,760

役員退職慰労引当金 － 11,000

負ののれん 137,992 38,559

その他 1,213,901 519,462

固定負債合計 1,393,294 996,782

負債合計 5,729,446 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 △1,130,825 649,054

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 14,389,730 16,169,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,541 △67,741

評価・換算差額等合計 △26,541 △67,741

新株予約権 △210,697 △167,726

少数株主持分 38,012 335,626

純資産合計 14,190,502 16,269,660

負債純資産合計 19,919,949 21,517,976
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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 14,991,279

売上原価 5,272,888

売上総利益 9,718,390

販売費及び一般管理費 10,125,207

営業損失（△） △406,817

営業外収益  

受取利息 21,141

受取配当金 4,464

負ののれん償却額 30,135

持分法による投資利益 12,083

違約金収入 106,021

その他 59,062

営業外収益合計 232,908

営業外費用  

支払利息 23,675

リース解約損 10,703

その他 23,688

営業外費用合計 58,067

経常損失（△） △231,976

特別利益  

固定資産売却益 33,925

関係会社株式売却益 16,169

貸倒引当金戻入益 3,856

新株予約権戻入益 37,721

その他 5,270

特別利益合計 96,942

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 291,378

関係会社株式売却損 48,680

投資有価証券売却損 59,297

投資有価証券評価損 447,285

投資事業組合清算損 36,617

その他 114,577

特別損失合計 1,021,269

税金等調整前四半期純損失（△） △1,156,302

法人税、住民税及び事業税 159,653

法人税等調整額 322,367

法人税等合計 482,020

少数株主利益 12,717

四半期純損失（△） △1,651,040
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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損失（△） △1,156,302

減価償却費 775,376

のれん償却額 219,970

負ののれん償却額 △30,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,545

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,551

解約負担引当金の増減額（△は減少） △23,647

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 294,896

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,000

受取利息及び受取配当金 △25,605

支払利息 23,675

持分法による投資損益（△は益） △12,083

関係会社株式売却益 △16,169

関係会社株式売却損 48,680

投資有価証券売却損 59,297

投資有価証券評価損 447,285

投資事業組合清算損 36,617

固定資産売却益 △33,925

固定資産売却損 5,988

固定資産除却損 291,378

新株予約権戻入益 △37,721

売上債権の増減額（△は増加） 169,681

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,690

営業立替金の増減額（△は増加） △1,052,195

貸与資産の取得による支出 △393,670

賃貸用店舗資産の取得による支出 △324,455

仕入債務の増減額（△は減少） △143,242

未払金の増減額（△は減少） △163,392

未払費用の増減額（△は減少） △54,509

その他 749,016

小計 △382,596

利息及び配当金の受取額 49,492

利息の支払額 △23,076

法人税等の支払額 △183,648

営業活動によるキャッシュ・フロー △539,829
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（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) 

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 △72,896

有形固定資産の売却による収入 101,180

無形固定資産の取得による支出 △359,994

無形固定資産の売却による収入 91,105

投資有価証券の売却による収入 32,865

敷金及び保証金の差入による支出 △144,619

敷金及び保証金の回収による収入 137,507

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△230,594

関係会社株式の売却による収入 128,220

貸付けによる支出 △66,150

貸付金の回収による収入 101,175

その他 △96,727

投資活動によるキャッシュ・フロー △523,117

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 1,260,000

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 160,000

長期借入金の返済による支出 △242,994

配当金の支払額 △119,282

その他 △7,753

財務活動によるキャッシュ・フロー 449,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,977

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 3,908,882
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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３四半期連結会計期間（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。 

  

【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） 

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） 

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、当該事項はありません。 

  

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） 

 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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  (要約) 前四半期連結損益計算書 

                 

 
  

「参考資料」

科   目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年4月1日

   至 平成19年12月31日）

金 額（千円）

Ⅰ 売上高 13,438,267

Ⅱ 売上原価 4,297,601

   売上総利益 9,140,665

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,822,739

   営業利益(△損失) △682,073

Ⅳ 営業外収益 90,479

Ⅴ 営業外費用 214,877

   経常利益(△損失) △806,470

Ⅵ 特別利益 915,146

Ⅶ 特別損失 1,266,004

   税金等調整前四半期 

   純利益(△損失)
△1,157,329

   税金費用 560,452

     少数株主利益 △20,634

   四半期純利益 

   (△純損失)
△1,697,148
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