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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 80,369 △48.4 1,023 △65.5 298 △64.0 684 ―
20年3月期 155,806 △5.9 2,964 ― 828 ― △7,684 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 60.59 60.44 28.1 0.4 1.3
20年3月期 △672.94 ― △101.4 0.7 1.9
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 38,518 2,237 5.8 198.03
20年3月期 111,145 11,908 2.4 233.39
（参考） 自己資本  21年3月期  2,237百万円 20年3月期  2,636百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △4,695 23,319 △24,813 2,945
20年3月期 △25,977 10,644 7,952 12,139

2.  配当の状況 

（注）20年3月期の配当原資には、資本剰余金が含まれております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00 1,129 ― 15.2
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 
（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

37,000 △12.4 1,040 ― 800 ― 740 △75.5 ―

通期 73,500 △8.5 2,270 121.9 1,810 507.3 1,690 146.9 ―



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20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
及び（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名 日本テレコムインボイス株式会社、
株式会社ダイナシティ

）

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 11,680,153株 20年3月期 11,680,153株
② 期末自己株式数 21年3月期 383,586株 20年3月期 383,586株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 56,864 7.8 2,031 △11.3 1,851 △20.2 △24,207 ―
20年3月期 59,022 0.2 2,291 23.4 2,319 20.3 △5,552 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △2,142.86 ―
20年3月期 △486.28 ―

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 26,538 2,180 8.8 192.92
20年3月期 71,903 27,475 38.2 2,432.22
（参考） 自己資本 21年3月期  2,179百万円 20年3月期  27,475百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

27,900 △0.6 1,000 14.1 760 △23.6 740 ― ―

通期 55,350 △2.7 2,200 8.3 1,750 △5.5 1,710 ― ―



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①業績等の概要 

 当社グループは独立系の情報通信サービス事業者として、変化の激しい通信業界の競争に打ち勝つため、強固

な経営体質と経営基盤を構築すべく、中核事業である企業向け通信料金一括請求サービスの更なる業容の拡大を

図ってまいりました。 

 わが国の通信業界におきましては、固定電話市場におけるブロードバンドサービス事業の成長に伴うデータ通

信市場の急拡大に加え、固定通信と移動通信のサービス融合など、事業環境は急速な変化を見せており、全体的

には、通信料金の低価格化が進行し、事業者間における競争も更に激化する傾向にあります。 

 移動通信市場においては、端末の割賦販売と同時に導入された複数年契約型サービスの浸透などを起因とする

通信料金の低価格化に加え、国内景気・雇用環境の急激な悪化、消費意欲の低迷などが影響し、端末販売価格上

昇に伴う買い替え需要の低下も顕著になり、各事業者間においては、携帯端末の機能面充実や操作性向上、フィ

ルタリングの強化や提供コンテンツの充実などのサービス面向上などによる顧客獲得に向けた競争が急速に激化

しております。  

 固定電話市場においては、移動通信との融合など、事業環境が急速に変化していく中で各事業者による直収型

サービスへの本格的な参入、基本料金の低価格化などにより、事業環境は引き続き厳しい状況にあり、移動通信

中心となった個人顧客から固定通信を必要とする法人顧客へのターゲットのシフトも顕著になりつつあります。 

  また、国内景況としては、米国サブプライムローン問題を発端とした金融市場の混乱は、わが国実体経済にも

多大な影響を及ぼし、いまだ出口が見えない深刻な状況にあります。 

    このような状況の中、当連結会計年度において、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱等

により、不動産業界を取り巻く環境の著しい変化と国内景気動向の停滞や外的要因などの影響があり、不動産事

業の再構築を実施してまいりましたが、不動産市況の悪化はさらに進み、金融機関の新規融資や借換え融資が急

激に厳しくなったことから、株式会社ダイナシティは平成20年10月に民事再生手続開始の申立てを行いました。 

  株式会社ダイナシティの民事再生手続開始の申立てに伴い、当連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、

同社及びその連結子会社を連結の範囲から除外いたしました。そのことを契機に、当連結会計年度の第３四半期

連結会計期間より通信事業に特化し、料金請求・回収業務における顧客基盤の強化・拡大及びコスト管理の徹底

をし、その結果、売上高等は堅調に推移いたしました。しかしながら、不動産市況を始めとするわが国全体の実

体経済の悪化の影響もあり、株式会社ダイナシティに対する貸付債権の一部回収にあたり、担保等で回収を見込

んでいた債権回収額を下回る見込みとなり、貸倒引当金繰入額を特別損失として計上いたしました。また、当社

グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を展開いたしましたが、前期(平成19年９月)に株式会社インボイ

スＲＭ及びその連結子会社、当期の第１四半期（平成20年４月）に日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフ

トバンクテレコムパートナーズ株式会社）の保有株式をそれぞれ全て譲渡、当期の第２四半期に株式会社ダイナ

シティ及びその連結子会社を連結の範囲から除外しております。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は80,369,046千円（前年同期比△48.4％）、営業利益は1,023,192千円

（前年同期比△65.5％）経常利益は298,049千円（前年同期比△64.0％）、当期純利益は前年同期に比べ

8,368,749千円増加の684,456千円（前年同期は7,684,292千円の損失）となりました。 



  

②事業別の状況 

 ａ．企業向け通信統合サービス事業 

 企業向け通信統合サービス事業につきましては、通信事業者間における競争により、通信料金の低価格化が

進行はしているものの、当社グループにおいては、新規顧客の獲得やサービス向上、知名度の向上と更なる着

実な営業活動を実施し、売上高は73,145,925千円（前連結会計年度は104,322,000千円（前年同期比29.9％

減））となりました。なお、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間において、日本テレコムインボイス株

式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式をすべて譲渡いたしました。なお、前連結

会計年度の日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の売上高

（単体）は37,541,048千円であります。 

 ｂ．集合住宅向け通信統合サービス事業 

 集合住宅向け通信統合サービス事業につきましては、企業における寮、社宅施設の整理縮小、携帯電話の普

及等の影響により、「マイテレホン」は減少傾向となりましたが、インターネットの常時接続サービス「＠Ｇ

ｅｏｒｇｅ」における顧客数が増加したことにより、売上高は2,078,194千円（前連結会計年度は2,026,329千

円（前年同期比2.6％増））となりました。 

 ｃ．不動産関連事業 

不動産関連事業につきましては、前述のとおり、株式会社ダイナシティにおける不動産ソリューション事業

等への廃止や不動産取引の急速な鈍化等が業績に影響し、売上高は4,300,380千円となりました。 

 ｄ．その他の事業 

当連結会計年度のその他の事業につきましては、売上高は844,546千円（前連結会計年度は890,919千円（前

年同期比5.2％減））となりました。 

    （次期の見通し） 

  当連結会計年度におきましては、株式会社ダイナシティの民事再生手続き開始の申立てに伴い、連結の範囲か

ら除外したことにより、不動産関連事業の大幅な売上高減少や特別損失の計上などにより、平成20年８月12日、

平成20年11月12日及び本日（平成21年５月20日）に、当社連結業績予想について修正を行いました。 

 次期におきましては、株式会社ダイナシティの当社連結業績（同社の当連結会計年度（連結対象となっていた

平成20年６月まで）の売上高4,300百万円、営業損失929百万円、経常損失1,348百万円、税引前当期純損失9,040

百万円、当期純損失9,056百万円）が連結対象外となることから、売上高の規模は収縮いたしますが、当社グルー

プの通信事業は堅調に推移し、更なるコスト管理を徹底することにより、営業利益、経常利益及び当期純利益

は、当連結会計年度を大きく上回る見込みであります。 

 このようなことから、通期連結業績の見通しは、売上高73,500百万円、営業利益2,270百万円、経常利益1,810

百万円、当期純利益1,690百万円を見込んでおります。 



(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当連結会計年度末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ72,626,773千円減少し、38,518,424千円（前年同

期比65.3％減）となりました。 

 主な増減内容としましては、短期借入金及び長期借入金の返済による現金及び預金の減少に加え、日本テレコム

インボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式譲渡に伴う減少及び株式会社ダイ

ナシティの民事再生手続開始の申立てに伴い、連結の範囲から除外したことによる減少であります。なお、日本テ

レコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）及び株式会社ダイナシティの前連

結会計年度末の資産の部合計は、それぞれ18,056,623千円、65,593,105千円であります。 

（負債の部） 

 当連結会計年度末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ62,956,115千円減少し、36,280,526千円（前年同

期比63.4％減）となりました。 

 主な増減内容としましては、短期借入金及び長期借入金の返済によるものであります。なお、日本テレコムイン

ボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）及び株式会社ダイナシティの前連結会計年度

末の負債の部合計は、それぞれ12,726,295千円、48,610,047千円であります。 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ9,670,657千円減少し、2,237,897千円

（前年同期比81.2％減）となりました。 

 主な増減内容は、利益剰余金の増加684,456千円があった一方で、配当による資本剰余金の減少1,129,656千円、

少数株主持分の減少9,152,640千円によるものであります。 

  日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式譲渡による連結除

外及び株式会社ダイナシティの連結除外により、少数株主持分は減少いたしました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

4,695,296千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フロー23,319,812千円の増加、財務活動によるキャッシュ・フ

ロー24,813,614千円の減少があったことにより、前連結会計年度末の資金に比べ9,194,362千円減少し、2,945,411

千円となりました。 

 ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果減少した資金は、4,695,296千円となりました。 

主な要因としましては、株式会社ダイナシティに対する貸付金等にかかる貸倒引当金の増加14,407,868千

円、不動産ソリューション事業撤退等における損失（事業再構築損）5,888,855千円があった一方で、税金等調

整前当期純損失6,393,273千円、日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株

式会社）の株式をすべて譲渡したことによる関係会社株式売却益20,992,943千円等があったことによるもので

あります。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果増加した資金は、23,319,812千円となりました。 

主な要因としましては、貸付けによる支出4,173,150千円、日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバ

ンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式譲渡に伴う収入（連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入）24,704,601千円等があったことによるものであります。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は、24,813,614千円となりました。 

主な要因は、短期借入金及び長期借入金の純減少額23,316,712千円、配当金の支払額1,117,928千円等があっ

たことによるものであります。 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

  当社は、当社グループ全体の現在の状況及び今後の展望などを踏まえ、配当政策を「当期個別業績に基づく配当

性向50％」を基本方針とし、一過性の特殊要因による大幅な業績変動などを総合的に勘案した上で配当金額を決定

することとしております。 

  当社は当期（平成21年３月期）の決算において、グループ傘下の不動産事業に起因する多額の特別損失を計上し

た結果、当期純損失を計上することとなったため、純資産が大きく減少しており、当期の期末配当金につきまして

は、誠に遺憾ではございますが、無配を予定しております。現在、通信事業に経営資源を集約することで更なる顧

客基盤の拡大を図るとともに、組織のスリム化の推進などにより大幅な経費削減に取り組み、早期の業績回復に努

めております。 

  このような状況の中で、個別業績に基づく配当性向50％の基本方針を維持することは極めて困難なため、次期以

降の配当につきましては特段の方針は定めず、上記取り組みによる一定の成果を得られるまでの期間、財務体質の

強化及び内部留保の充実を図るため、期末配当について無配とさせていただく予定でおります。 

（4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがありま

す。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであり

ます。 

 （企業向け通信統合サービス事業） 

 ＮＴＴに代表される通信事業者は、電話番号ごとに顧客管理をしているため、利用した通信料金は、電話回線ごと

に、各通信事業者から別々に請求書が発行されるのが通例であります。また、その支払い日は事業者の都合により統

一されていないことから、特に電話回線を多数保有する法人顧客は、１ヶ月に何度も通信料金の支払手続きが生じる

こととなり、さらに利用期間の締日が異なることから、当該月の通信利用状況を把握するのが非常に困難な状況にあ

るといえます。 

  通信料金一括請求サービスは、顧客の利便性を第一に考え、通信料金の支払手続きと経費管理の煩雑さの解消に着

目したものであります。具体的には、当社グループが通信事業者と利用者の間に介在し、通信事業者から通信回線を

仕入れ、それを顧客に再販売するとともに、顧客に代わって請求書を受け取り、支払いを代行し、請求書を１通に集

約した上で、その利用状況が把握できる明細書とともに、月に一度、当社グループから顧客へ通信料金を請求するサ

ービスであります。 

 ①デフォルトリスク 

 同サービスは、顧客への請求前に通信事業者への支払いが発生することから、当社グループに１ヶ月超の立替払い

が生じることとなります。したがいまして、当然ながらデフォルトリスクは当社グループが負うこととなるため、与

信管理を徹底する必要があります。 

 ②通信事業者との関係におけるリスク 

 通信事業者間の価格競争の激化及び当社グループと各通信事業者との間の関係のあり方によっては、当社グループ

への割引還元に影響を与える可能性があります。当社グループは、通信事業者からの仕入れ価格と顧客に請求する割

引価格との価格差により、同サービスの収益を得ていることから、通信事業者の動向及び当社グループと各通信事業

者との間の関係のあり方によっては、少なからず、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があると認識して

おります。 

 ③法的規制リスク 

 当社グループの企業向け通信統合サービス事業においては、電気通信事業法に定める電気通信事業者（旧一般第二

種電気通信事業者）として事業を展開しております。同法は電気通信事業の公共性を鑑み、その運営を適正かつ合理

的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、電気通信の

健全な発展及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としております。 

 当社グループは、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として総務省に届け出を行っておりますが、現

状においては、当社グループの事業展開上に実質的かつ具体的な規制となる事項はありません。 

  しかしながら、今後の法制度等の改正により、当社グループの事業展開に何らかの法的規制等を受け、経営成績に

影響を与える可能性はあります。 



 （集合住宅向け通信統合サービス事業） 

 企業寮等の集合住宅に居住する利用者に、当社グループが通信設備（交換機、ルーター等）を設置することによ

り、電話サービス（サービス名称：マイテレホン）及びインターネット常時接続サービス（サービス名称：＠Ｇｅｏ

ｒｇｅ）を提供しております。 

  マイテレホンは、居住者が同時に電話を利用する確率に着目したサービスであり、企業の事務所における交換機を

利用した、いわゆるダイヤルインの電話サービスを集合住宅向けに転用したものであります。各室にはそれぞれ独立

した電話番号を付すものの、実際の回線数は経験値に基づいた本数のみに絞り、ＮＴＴへ支払う基本料金を削減し、

効率よく電話回線を利用するサービスであります。同サービスは加入時に電話加入権が不要であることから、居住者

は電話開通の初期費用を負担せずに電話を利用できるという利点があります。 

  ＠Ｇｅｏｒｇｅは、同敷地内であればサービスを共有（分配）することができることに着目したサービスであり、

集合住宅に業務用の光ファイバーなどを敷設し、主にＬＡＮサービスを利用して各室にインターネット常時接続サー

ビスを提供するものであります。回線利用料金を居住者で分担することから、個人で敷設するよりも、高品質なサー

ビスを低価格で利用できるという利点があります。 

  両サービスは、新築物件だけでなく、既設の物件にも簡単な工事で導入できるものであり、低コスト短期間にネッ

トワーク環境が構築できるため、その集合住宅の付加価値となり、他の物件との差別化が図れることから、マンショ

ンの個人オーナーに高く評価されています。 

 ①通信業界における競争の激化によるリスク 

 携帯電話の普及により、固定電話サービスが低調となり、ＩＰ電話の普及状況によっては、利益率の低下が予想さ

れます。また、インターネットサービスは堅調でありますが、競争も激化しており、サービス導入の簡便性は保てる

ものの、サービスの提供が飽和状態となった際は、集合住宅の付加価値としての差別化は困難となり、価格競争の激

化により収益が低下するなど、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 ②通信事業者との関係におけるリスク 

 通信事業者間の価格競争の激化及び当社グループと各通信事業者との間の関係のあり方によっては、当社グループ

への割引還元に影響を与える可能性があります。当社グループは、通信事業者からの仕入れ価格と顧客に請求する割

引価格との価格差により、同サービスの収益を得ていることから、通信事業者の動向及び当社グループと各通信事業

者との間の関係のあり方によっては、少なからず、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があると認識して

おります。 

 ③法的規制リスク 

 当社グループの集合住宅向け通信サービス事業においては、電気通信事業法に定める電気通信事業者（旧一般第二

種電気通信事業者）として事業を展開しております。同法は電気通信事業の公共性を鑑み、その運営を適正かつ合理

的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、電気通信の

健全な発展及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としております。 

当社グループは、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として総務省に届け出を行っておりますが、現状

においては、当社グループの事業展開上に実質的かつ具体的な規制となる事項はありません。しかしながら、今後の

法制度等の改正により、当社グループの事業展開に何らかの法的規制等を受け、経営成績に影響を与える可能性はあ

ります。 

 （投資の評価について） 

 当社グループの不動産関連事業は、株式会社ダイナシティにおける、主として東京都心および東京近郊部の駅至近

立地において都市型コンパクトマンションの提供を行っておりましたが、同社の民事再生手続開始の申立てに伴い、

当連結会計年度の第２四半期連結会計期間より同社及びその連結子会社を連結の範囲から除外しております。 

  なお、当社は、株式会社ダイナシティの物件を担保にした貸付債権があり、当該不動産の時価評価の変動に伴い、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 



 （Ｍ＆Ａ及び事業提携等による事業拡大について） 

 通信事業者においては、競争の激化による通信料金の値下げが直接的に自らの収益を圧迫する要因となり、また、

インターネットサービスの拡充に伴う多額の設備投資は、短期的には通信事業者の経営成績に影響を与えるものと考

えられます。同様に、当社グループの中核事業である通信料金一括請求サービスにおいても、通信料金の値下げは、

売上高の減少要因となり、利幅の圧迫要因となるため、収益率の低下を招く可能性があります。実際に、当社グルー

プと同様のサービスを提供する企業が、事業を撤退した事例が複数あり、当社グループは、同業他社より８回にわた

り、顧客を譲り受けております。 

  現在の通信サービスの市場規模は全体でおおよそ15兆円といわれており（総務省平成20年４月実施「通信産業基本

調査」より）、当社グループの占める比率は１％にも満たない状況であるため、一括請求サービス事業の拡大余地は

大きいものと考えております。同事業においては、通信事業者の動向に左右されることから、独自に利益率の改善に

努めることが極めて困難であるため、積極的に顧客数を増やすことにより、売上高と利益額の確保に注力し、当社グ

ループの経営成績に与える影響を緩和することが肝要と認識しております。当社グループは、特にその主力事業であ

る企業向け通信統合サービス事業及び集合住宅向け通信統合サービス事業において、迅速に顧客基盤及び事業領域を

拡大するためには、Ｍ＆Ａや各種提携が有効であると認識しており、必要に応じてこれらを積極的に検討していく方

針であります。 

 ①Ｍ＆Ａに関わる事業的リスク 

 事業の買収には、買収した事業の統合が困難であること、買収した会社の主要な従業員が流失すること、顧客関係

の移行が困難であること及び不採算事業の取得、売却に伴う損失を負担することといった、いくつものリスクが伴い

ます。さらに、買収によって、持分を希釈化させる株式発行、債務の追加負担及び一時的な多額の支出が必要となる

可能性があります。 

 ②Ｍ＆Ａに関わる会計的リスク 

 買収に関連し、20年未満の期間（のれんの効果の発現が期待できる期間を考慮して当社が決定します。）にわたっ

てのれんの償却費の計上が必要となる可能性があります。さらに、決定した償却期間中にのれんの効果がもはや発現

しなくなった場合、のれん残高の処理が必要となる可能性があります。このような場合、当該買収は当初期待されて

いた利益をもたらさない可能性があります。当社グループが他社の少数持分を取得する戦略的投資では、当社グルー

プは、その会社の事業の経営及び戦略を管理できない可能性もあり、その結果、当社グループの事業のサービス等と

の統合が阻害される可能性もあります。当社グループは、立案、調査及び交渉を通じて、買収する事業に関連する予

期せぬ債務及び偶発債務のリスクを 小限にする努力をしますが、かかる戦略的投資及び買収に伴い予期しない債務

を負担する可能性があります。 

 （財政状態について有利子負債への依存について） 

 当社グループは、現在、グループ運営に必要な資金を主に銀行からの長期借入により調達しています。 

  景気が悪化した場合、金利が上昇した場合、担保資産の価値が下落した場合、又は当社グループの信用力若しくは

財務状況が低下した場合、当社グループが必要な資金を得られなくなることや借入れに伴う当社グループの負担が増

すことにより、当社グループの事業、業績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 

  



２．企業集団の状況 

当社グループは、当社（㈱インボイス）、連結子会社６社によって構成され、主に企業向け通信統合サービス事業

及び不動産関連事業を営んでおります。 

 当社グループの主な事業系統図及び主要な会社名は次のとおりであります。 

  

 
※１ 連結子会社 

※２．インボイスパートナーズ合同会社は、平成20年４月に当社と合併しております。 

※３．日本テレコムインボイス㈱（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ㈱）の株式を平成20年４月に譲渡したため、

連結の範囲から除外しております。 

※４．㈱ダイナシティの民事再生手続開始の申立てに伴い、当社との有効な支配従属関係が存在せず、かつ、当社の利害

関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため、当連結会計年度の第２四半期連結会計期間より同社及びその連

結子会社３社を連結の範囲から除外しております。 

  

 

キャリア等
仕入先 

（通信回線等の仕入） 

㈱インボイス 
・企業向け通信統合サービス事業 
・集合住宅向け通信統合サービス事業 
・空調工事事業等 （サービスの提供） 

お客様

※１．㈱インボイスJr. 
・企業向け通信統合サービス事業 

※１．㈱インボイスコンサルティング 
・経営コンサルティング 
・サービスオフィス事業 

（通信回線等の仕入） 

※１．有限責任中間法人ディーシー・パートナーズ・ワン
・有価証券の取得、保有および処分 

※１．合同会社ディーシー・インベストメント・ワン 
・有価証券の取得、保有および処分 

※１．㈲ＤＹＮサラデベロップメント 
・不動産の保有 

※１．㈱インボイスエンターテインメント
・インボイスグループの広告・宣伝企画等

(各種サービス等仕入) 

(広告・宣伝等の仕入) 

（サービスの提供） 

（サービスの提供） 

（サービスの提供） 

（業務の受託）

（基金の拠出）

（出資持分の保有）

（出資持分の保有）



３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループが属しております通信業界は、大資本の企業系列が大きなシェアを占めているため、独立系小資

本の当社が業容を拡大していくためには、顧客のニーズを的確に捉え、大手に真似のできないきめ細やかなサー

ビスを提供するとともに、視野を広げ、迅速かつ柔軟に行動する事に徹しなければならないと考えております。 

 当社グループは、日頃より情報の収集と知識の向上に努め、激変する通信業界における多種多様なサービスの

ソリューションパートナーとして、顧客から高い信頼を獲得し、その地位を確立しております。また、起業理念

である「顧客第一主義」の下に、通信料金のみならず、広く顧客のニーズに応えるべく、様々なカスタマイズサ

ービスの開拓と、堅実な会社経営に取り組んでおります。 

   (2) 目標とする経営指標 

  当社グループは、主な経営指標として、売上高、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益、キャ

ッシュ・フローのそれぞれの実額および同期比較増減率・増減額などに加え、企業向け通信統合サービス事業お

よび集合住宅向け通信統合サービス事業におきましては、契約数、解約数・解約率、ＡＲＰＵなどの顧客動向を

示す指標を重視して経営に活用しております。 

  (3) 中長期的な会社の経営戦略 

    当社グループは、主力事業である企業向け通信統合サービス事業におきまして、積極的な新規顧客の開拓はも

とより、事業運営の効率化及び収益性の向上を第一に考え、既存事業の周辺事業をも視野に入れたＭ＆Ａ、業務

提携、投融資等を積極的に展開していく所存であります。 

  また、集合住宅向け通信統合サービス事業におきましては、マンションデベロッパー、不動産投資信託会社と

の提携により、新築マンションやオフィスビルへのサービス提供を展開し、利益率の高いインターネット常時接

続サービスの拡販に注力するとともに、新たな顧客層の開拓に努めていく所存であります。 

  財務面におきましては、当社グループの資金需要が主に運転資金にあることから、これまでは銀行借入中心の

間接金融によって資金調達を行ってまいりましたが、将来のＭ＆Ａのための機動的な資金調達や将来の金利上昇

リスクを勘案し、直接金融市場からの資金調達を視野に入れるとともに、長短負債比率や資本構成の 適化を図

ります。 

 (4) 会社の対処すべき課題 

    通信業界におきましては、情報通信のグローバル化及びインターネットのブロードバンド等により、通信料金

引き下げに伴う熾烈な顧客獲得競争が展開されており、当社グループにおきましても、営業力の強化と収益性の

維持が一つの課題であると考えております。 

  当社グループでは、営業部員の育成、教育等による営業力の強化に努め、 適な通信環境の構築やコスト削減

など、顧客ニーズに的確に対応し、コンサルティング機能を更に向上させることにより、他社との差別化を図る

と共に、収益性を維持、向上していく所存であります。 

  また、集合住宅向け通信統合サービス事業におきましては、不動産関連事業者との業務提携等を推進すること

により、一般マンション向けのサービスを本格的に展開するとともに、迅速かつ精力的に新規顧客層を獲得する

ことに注力して参ります。 

  一方、当社グループは、顧客数の増大に伴う顧客情報の管理及び情報セキュリティシステムについてより一層

の社内管理体制強化とリスク情報の一元化に取り組んでおります。 

  財務面におきましては、有利子負債の削減に努め、自己資本の増強を図り、財務基盤を強固にするとともに、

資本構成の 適化を図っていく方針であります。 

 (5）その他、会社の経営上重要な事項 

    該当事項はありません。 



４．連結財務諸表等 
（１）【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  12,139,774 2,945,411

受取手形及び売掛金 17,679,598 12,577,734

営業投資有価証券 842,071 －

たな卸資産 ※2  64,295,945 －

原材料及び貯蔵品 － 798

未成工事支出金 － 15,673

繰延税金資産 212,635 848,714

その他 ※2  9,259,057 ※2  1,223,853

貸倒引当金 △139,062 △33,855

流動資産合計 104,290,019 17,578,330

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 923,385 172,142

減価償却累計額 △256,228 △106,794

建物及び構築物（純額） 667,157 65,347

機械装置及び運搬具 3,313,221 3,172,370

減価償却累計額 △3,165,664 △2,928,365

機械装置及び運搬具（純額） 147,557 244,005

土地 33,898 －

リース資産 － 128,048

減価償却累計額 － △19,536

リース資産（純額） － 108,512

その他 192,995 83,370

減価償却累計額 △140,136 △74,835

その他（純額） 52,858 8,535

有形固定資産合計 901,470 426,400

無形固定資産   

のれん ※4  465,510 1,279,663

その他 480,424 377,527

無形固定資産合計 945,934 1,657,190

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1,2  1,453,733 ※1,6  578,172

投資不動産 － 9,065,719

敷金及び保証金 1,337,860 534,771

破産更生債権等 － 20,139,041

繰延税金資産 675,231 2,716,032

その他 ※1  2,930,731 89,741

貸倒引当金 △1,389,783 △14,266,977



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産合計 5,007,773 18,856,502

固定資産合計 6,855,178 20,940,093

資産合計 111,145,198 38,518,424

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,597,522 9,466,063

短期借入金 ※2,5  40,532,096 ※2  11,867,600

未払法人税等 1,684,122 109,222

賞与引当金 309,101 98,865

繰延税金負債 4,565 －

その他 5,246,974 888,173

流動負債合計 71,374,381 22,429,925

固定負債   

社債 940,000 580,000

長期借入金 ※2,5  26,480,065 ※5  11,332,742

退職給付引当金 54,265 73,317

預り敷金保証金 385,298 5,602

債務保証損失引当金 － ※3  1,768,055

繰延税金負債 2,182 －

その他 450 90,883

固定負債合計 27,862,260 13,850,601

負債合計 99,236,642 36,280,526

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,341,347 17,341,347

資本剰余金 20,252,663 19,123,006

利益剰余金 △30,204,667 △29,520,210

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 2,695,588 2,250,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,276 △13,349

繰延ヘッジ損益 △26,849 －

評価・換算差額等合計 △59,125 △13,349

新株予約権 119,451 857

少数株主持分 9,152,640 －

純資産合計 11,908,555 2,237,897

負債純資産合計 111,145,198 38,518,424



②【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 155,806,225 80,369,046

売上原価 129,730,486 73,773,782

売上総利益 26,075,738 6,595,263

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,240,565 －

貸倒引当金繰入額 1,104,505 －

貸倒損失 58,638 －

役員報酬 683,066 －

給料手当及び賞与 5,033,674 －

賞与引当金繰入額 423,454 －

退職給付費用 41,076 －

法定福利費 664,337 －

旅費及び交通費 425,809 －

業務委託費 1,057,890 －

賃借料 1,348,859 －

支払手数料 7,145,740 －

通信工事費 236,593 －

減価償却費 201,772 －

その他 3,444,815 ※1  5,572,071

販売費及び一般管理費合計 23,110,800 5,572,071

営業利益 2,964,938 1,023,192

営業外収益   

受取利息 145,379 248,026

受取配当金 6,004 3,205

仕入割引 71,370 93,999

負ののれん償却額 － 12,202

賃貸収入 － 80,550

持分法による投資利益 1,922 －

その他 292,240 149,995

営業外収益合計 516,917 587,980

営業外費用   

支払利息 1,902,944 905,297

支払手数料 421,138 255,580

株式交付費 1,444 －

社債発行費 7,039 －

その他 320,597 152,244

営業外費用合計 2,653,163 1,313,123

経常利益 828,692 298,049



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  549,051 －

投資有価証券売却益 1,082,500 －

関係会社株式売却益 1,347,070 20,992,943

その他 49,484 106,776

特別利益合計 3,028,106 21,099,719

特別損失   

固定資産除却損 ※3  19,395 ※3  14,139

投資不動産売却損 － 5,486

減損損失 ※4  29,503 ※4  57,465

事業再構築損 ※5  12,847,710 ※5  7,787,241

投資有価証券評価損 1,374,651 756,349

関係会社株式評価損 － 3,036,853

貸倒引当金繰入額 － 14,225,604

債務保証損失引当金繰入額 － 1,768,055

たな卸資産評価損 46,984 －

その他 23,107 139,845

特別損失合計 14,341,354 27,791,042

税金等調整前当期純損失（△） △10,484,555 △6,393,273

法人税、住民税及び事業税 2,081,640 87,159

法人税等調整額 △662,257 △2,708,108

過年度法人税等 1,260 －

法人税等合計 1,420,643 △2,620,949

少数株主損失（△） △4,220,906 △4,456,780

当期純利益又は当期純損失（△） △7,684,292 684,456



③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,341,347 17,341,347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,341,347 17,341,347

資本剰余金   

前期末残高 20,252,663 20,252,663

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △1,129,656

当期変動額合計 － △1,129,656

当期末残高 20,252,663 19,123,006

利益剰余金   

前期末残高 △21,535,329 △30,204,667

当期変動額   

剰余金の配当 △983,552 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,684,292 684,456

子会社の増加による利益剰余金減少高 △1,492 －

当期変動額合計 △8,669,337 684,456

当期末残高 △30,204,667 △29,520,210

自己株式   

前期末残高 △3,652,101 △4,693,756

当期変動額   

自己株式の取得 △1,041,654 －

当期変動額合計 △1,041,654 －

当期末残高 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計   

前期末残高 12,406,580 2,695,588

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △1,129,656

剰余金の配当 △983,552 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,684,292 684,456

自己株式の取得 △1,041,654 －

子会社の増加による利益剰余金減少高 △1,492 －

当期変動額合計 △9,710,991 △445,199

当期末残高 2,695,588 2,250,388



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 145,891 △32,276

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △178,168 18,926

当期変動額合計 △178,168 18,926

当期末残高 △32,276 △13,349

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △36,025 △26,849

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,175 26,849

当期変動額合計 9,175 26,849

当期末残高 △26,849 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 109,866 △59,125

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,992 45,776

当期変動額合計 △168,992 45,776

当期末残高 △59,125 △13,349

新株予約権   

前期末残高 24,241 119,451

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 95,210 △118,593

当期変動額合計 95,210 △118,593

当期末残高 119,451 857

少数株主持分   

前期末残高 13,786,323 9,152,640

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,633,682 △9,152,640

当期変動額合計 △4,633,682 △9,152,640

当期末残高 9,152,640 －



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 26,327,011 11,908,555

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △1,129,656

剰余金の配当 △983,552 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,684,292 684,456

自己株式の取得 △1,041,654 －

子会社の増加による利益剰余金減少高 △1,492 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,707,464 △9,225,457

当期変動額合計 △14,418,456 △9,670,657

当期末残高 11,908,555 2,237,897



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △10,484,555 △6,393,273

減価償却費 214,569 130,201

減損損失 29,503 57,465

のれん償却額 225,852 76,663

事業再構築損 12,847,710 5,888,855

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,048,089 14,407,868

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,390 △51,799

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 1,768,055

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,966 19,052

開発損失引当金の増減額（△は減少） － 1,898,385

契約期間損失引当金の増減額（△は減少） △12,845 －

受取利息及び受取配当金 △151,383 △251,232

支払利息 1,902,944 905,297

持分法による投資損益（△は益） △1,922 －

たな卸資産評価損 146,082 －

組合出資損失 170,503 66,895

社債発行費 7,039 －

固定資産除却損 19,395 14,139

投資有価証券評価損 1,374,651 756,349

関係会社株式評価損 － 3,036,853

投資有価証券売却損益（△は益） △1,082,500 2,046

関係会社株式売却損益（△は益） △1,347,070 △20,992,943

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △214,121 254,115

売上債権の増減額（△は増加） △2,237,772 △1,737,418

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,344,697 1,118,300

未収還付消費税等の増減額（△は減少） 147,795 21,202

仕入債務の増減額（△は減少） 4,605,169 △3,350,756

未払費用の増減額（△は減少） △840,369 △161,520

その他 △14,213 297,688

小計 △21,025,566 △2,219,507

利息及び配当金の受取額 154,147 252,587

利息の支払額 △1,938,706 △858,934

事業再構築損の支払 － △27,573

法人税等の支払額 △3,167,065 △1,841,869

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,977,191 △4,695,296



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 －

定期預金の払戻による収入 500,000 800,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △64,555 △210,892

有形及び無形固定資産の売却による収入 800,023 121

投資有価証券の取得による支出 △1,286,167 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,771,215 5,271

少数株主からの子会社株式の取得による支出 △72,379 －

関係会社清算による収入 22,369 －

貸付けによる支出 △3,153,155 △4,173,150

貸付金の回収による収入 272,007 1,704,013

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  8,545,550 ※2  24,704,601

保険積立金の解約による収入 － 228,213

破産更生債権等の回収による収入 － 725,545

投資不動産の取得による支出 － △625,513

投資不動産の売却による収入 － 85,213

その他 △190,895 76,390

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,644,014 23,319,812

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △492,698 △22,888,499

長期借入れによる収入 29,199,831 10,599,342

長期借入金の返済による支出 △10,308,105 △11,027,556

社債の発行による収入 492,960 －

社債の償還による支出 △8,760,000 △360,000

新株予約権の発行による収入 28,000 －

自己株式の取得による支出 △1,041,654 －

リース債務の返済による支出 － △18,973

配当金の支払額 △979,835 △1,117,928

少数株主への配当金の支払額 △179,411 －

割賦未払金の減少額 △6,310 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,952,776 △24,813,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,380,400 △6,189,098

現金及び現金同等物の期首残高 19,518,602 12,139,774

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,571 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △3,005,263

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  12,139,774 ※1  2,945,411



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  12社 

連結子会社の名称 

 ㈱インボイスＪｒ． 

 日本テレコムインボイス㈱ 

 ㈱インボイスコンサルティング 

     ㈱インボイスエンターテインメント 

     インボイスパートナーズ合同会社 

     ㈱ダイナシティ 

     ㈱ダイナシティコミュニケーションズ

     ㈱ダイナミックス 

     ㈱シーファイブ 

㈲ＤＹＮサラデベロップメント 

有限責任中間法人ディーシー・パート

ナーズ・ワン 

合同会社ディーシー・インベストメン

ト・ワン 

 上記のうち、㈲ＤＹＮサラデベロップ

メント、有限責任中間法人ディーシー・

パートナーズ・ワン、合同会社ディーシ

ー・インベストメント・ワンについて

は、当連結会計年度において重要性の観

点から当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。 

 また、㈱インボイスＲＭ、㈱エムジー

アタラシ、㈱インボイスＭＹＭ、㈲タラ

キー・インターナショナル、㈱インボイ

スＲＭパートナーズ、亀山上道野パート

ナーズ合同会社は、平成19年９月に株式

を売却したため、連結の範囲から除外し

ており、㈲ＤＹＮホテル計画、㈱ダイナ

シティアセットマネジメント、㈱メディ

カルブレインは清算結了したため、当連

結会計年度より連結の範囲から除外して

おります。なお、売却時および清算結了

日までの損益は連結しております。 

連結子会社の数  ６社 

連結子会社の名称 

 ㈱インボイスＪｒ． 

 ㈱インボイスコンサルティング 

 ㈱インボイスエンターテインメント 

   ㈲ＤＹＮサラデベロップメント 

     有限責任中間法人ディーシー・パート

ナーズ・ワン 

合同会社ディーシー・インベストメン

ト・ワン 

 日本テレコムインボイス㈱（現：ソフ

トバンクテレコムパートナーズ㈱）は、

平成20年４月に株式をすべて譲渡したた

め、連結の範囲から除外しております。

 また、インボイスパートナーズ合同会

社は、平成20年４月において当社と合併

しております。 

  ㈱ダイナシティは、民事再生手続開始

の申立てに伴い、当社との有効な支配従

属関係が存在せず、かつ、当社の利害関

係者の判断を著しく誤らせるおそれがあ

るため、同社及びその連結子会社３社

（㈱ダイナシティコミュニケーション

ズ、㈱ダイナミックス、㈱シーファイ

ブ）を連結の範囲から除外しておりま

す。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  非連結子会社 

有限責任中間法人ＤＹＮサラホールディ

ングス等 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社については、いずれも小

規模であり、かつ合計の総資産、売上

高、当期純損益(持分相当額)及び利益剰

余金(持分相当額)等は連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

非連結子会社  

ブルーマンジャパン製作委員会 

  

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社については、いずれも小

規模であり、かつ合計の総資産、売上

高、当期純損益(持分相当額)及び利益剰

余金(持分相当額)等は連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用した非連結子会社又は関

連会社の数  １社 

持分法を適用した非連結子会社又は関

連会社の数  ― 社 

   ジャパン・シングルレジデンス・アセ

ットマネジメント㈱ 

 持分法を適用しない非連結子会社（有

限責任中間法人ＤＹＮサラホールディン

グス等）については、小規模であり、か

つ合計の当期純損益(持分相当額)及び利

益剰余金(持分相当額)等はいずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。  

 また、ジャパン・シングルレジデン

ス・アセットマネジメント㈱は、平成

19年９月に株式を売却したため、連結

の範囲から除外しております。なお、

売却時までの損益は連結しておりま

す。 

  

  

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、㈲タラキー・イン

ターナショナルの決算日は11月30日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。な

お、平成19年９月に株式を売却したた

め、連結の範囲から除外しております。 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券（営業投資有価証券

を含む） 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定) 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定) 

  時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

 ただし、組合等への出資金は個別法

によっており、詳細は「４．会計処理

基準に関する事項、(7)その他連結財

務諸表作成のための重要な事項、②組

合等への出資金の会計処理」に記載し

ております。 

時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

 ただし、組合等への出資金は個別法

によっており、詳細は「４．会計処理

基準に関する事項、(7)その他連結財

務諸表作成のための重要な事項、②組

合等への出資金の会計処理」に記載し

ております。 

  ② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

（ア）販売用不動産 

 個別法による原価法 

  ただし、賃貸に供している販売

用不動産は定額法により減価償却

を実施しております。 

（イ）流動用不動産 

個別法による原価法 

 なお、固定資産の減価償却の方

法と同様の方法により減価償却を

行っております。 

（ウ）仕掛不動産  

個別法による原価法 

（エ）商品・原材料・貯蔵品 

  主に移動平均法による原価法 

 なお、連結子会社のうち㈱シー

ファイブにつきましては、総平均

法による原価法によっておりま

す。 

③ たな卸資産 

 当社及び連結子会社は主として個別

法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法により算定）を採用しております。 

 （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「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日公表分）を

適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の税金

等調整前当期純損失が5,666,282千円

増加いたしました。 

  (オ) 未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  定率法 

 ただし、建物(附属設備を除く)及び

機械装置のうち寮電話設備については

定額法によっております。 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。これによる損益に与える影響

は軽微であります。また、セグメント情

報に与える影響も軽微であります。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得

価格の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価格の５％相当

額と備忘価格との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。また、セグメント情報に与え

る影響も軽微であります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

――――  

  

  

  

  

  

  

  

 ――――  

  ② 無形固定資産 

    定額法 

    なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ―――― 

  

  

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

    リース取引に関する会計基準の適用 

    所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。 

   ④ 長期前払費用 

     均等償却しております。 

―――― 

（3）重要な繰延資産の処

理方法 

① 株式交付費    

     支出時に全額費用として処理してお

ります。          

① 株式交付費     

 同左 

   ② 社債発行費 

    支出時に全額費用として処理してお

ります。 

―――― 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

従業員への退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、計上しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

  ―――― 

  

④ 債務保証損失引当金  

 保証債務に係る損失に備えるため、当

連結会計年度末における保証の履行によ

る損失見込額を計上しております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

―――― 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについて特例処理によってお

ります。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規程及

び取引限度額等を定めた内部規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価してお

ります。 

 ただし、特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、有効性の評価

を省略しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。ただし、免税

業者に該当する連結子会社２社について

は税込方式によっております。なお、消

費税等の会計処理は税抜方式によってお

り、固定資産に係る控除対象外消費税等

については、５年間で均等償却しており

ます。 

  ② 組合等への出資金の会計処理 

組合等への出資を行うに際して、組合

等の財産の持分相当分を「営業投資有価

証券」又は「投資有価証券」として計上

しております。組合等への出資時に「営

業投資有価証券」又は「投資有価証券」

を計上し、組合等が獲得した純損益の持

分相当額については、損益として計上す

るとともに同額を「営業投資有価証券」

又は「投資有価証券」に加減し、営業者

からの出資金の払い戻しについては、

「営業投資有価証券」又は「投資有価証

券」を減額しております。 

 ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。ただし、免税

業者に該当する連結子会社３社について

は税込方式によっております。 

 ② 組合等への出資金の会計処理 

 組合等への出資を行うに際して、組合

等の財産の持分相当分を「投資有価証

券」として計上しております。組合等へ

の出資時に「投資有価証券」を計上し、

組合等が獲得した純損益の持分相当額に

ついては、損益として計上するとともに

同額を「投資有価証券」に加減し、営業

者からの出資金の払い戻しについては、

「投資有価証券」を減額しております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんについては、20

年間で均等償却を行っております。  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

              同左 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日   

                 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日   

                 至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

           ──── 

（連結貸借対照表） 

 １．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「原材料及び貯蔵品」

「未成工事支出金」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「原材料

及び貯蔵品」「未成工事支出金」は、それぞれ3,656

千円、58,558千円であります。         

２．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「破産更生債権等」は、

当連結会計年度において、資産総額の100分の１を超

えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「破産更生債権等」は

65,502千円であります。 

  （連結損益計算書） 

           ──── 

  

  （連結損益計算書） 

  前連結会計年度において、販売費及び一般管理費は

主要な費目に分類した上で区分掲記しておりました

が、当連結会計年度より販売費及び一般管理費の科目

に一括して掲記し、主要な費目及びその金額を注記に

記載しております。なお、当連結会計年度における販

売費及び一般管理費を前連結会計年度と同様に区分掲

記した場合の費目及び金額は以下の通りであります。 
  

 １．広告宣伝費          349,282千円 

 ２．貸倒引当金繰入額        194,674千円 

 ３．貸倒損失                    21,093千円 

 ４．役員報酬                   317,944千円 

 ５．給料手当及び賞与         1,777,462千円 

 ６．賞与引当金繰入額           179,332千円 

 ７．退職給付費用                19,600千円 

 ８．法定福利費                 203,693千円 

 ９．旅費交通費                 184,903千円 

 10．業務委託費                 212,871千円 

 11．賃借料                     530,812千円 

 12．支払手数料                 554,422千円 

 13．減価償却費                  44,189千円 

 14．通信工事費                 169,300千円 

 15．その他                     812,488千円 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。    

     投資有価証券            729,496千円 

      出資金                  8,000千円 

    投資有価証券            181,218千円  

       

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

（イ）担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

（イ）担保に供している資産 

現金及び預金  4,815,316千円

たな卸資産 42,661,506千円

その他   327,362千円

関係会社株式   13,950,001千円

 計 61,754,188千円

投資不動産   9,065,719千円

その他   251,854千円

 計   9,317,574千円

 （ロ）上記に対応する債務 

 なお、関係会社株式は連結上消去されております。 

短期借入金 24,525,300千円

長期借入金 21,624,000千円

 計 46,149,300千円

 （ロ）上記に対応する債務 

短期借入金    9,200,000千円

 計  9,200,000千円

  ３．偶発債務 

      保証債務               1,644,500千円 

    顧客の住宅ローンに関して完済するまでの間、金

融機関に対して連帯債務保証を行っております。 

  

※３．偶発債務 

     保証債務  

      連結会社以外の会社の工事代金に対する債務保証を

行なっております。 

㈱ダイナシティ    2,371,950千円

債務保証損失引当金    1,768,055千円

 差引      603,894千円

※４．のれん及び負ののれんの表示  

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

  

のれん 1,368,529千円 

負ののれん 903,019千円 

 差引 465,510千円 

※４．        ―――― 

※５．財務制限条項 

  当社グループの借入金のうち、財務制限条項が付

されているものは以下のとおりです。 

 （1）当社 

   ① 契約日   平成19年３月28日 

   （借入実行残高    5,600,000千円） 

 ア．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の貸借対照表の株主資本の金額を、当該

決算期直前の決算期末日の金額または平成19年３月

期末日の金額のいずれか高い方の80％以上を維持す

ること。 

 イ．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の損益計算書の経常損益について損失を

計上しないこと。 

※５．財務制限条項 

  当社グループの借入金のうち、財務制限条項が付

されているものは以下のとおりです。 

 （1）当社 

  ①借入実行残高      871,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了す

るまでの期間、中間期および決算期末日におい

て、連結及び単体の損益計算書の経常利益を指定

の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了す

るまでの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資

産の部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の

金額の70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

40億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

 



前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 （2）株式会社ダイナシティ 

   ① 契約日   平成19年３月28日 

 （借入実行残高 800,000千円） 

 ア．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、

当該決算期直前の決算期末日の金額または平成18

年３月期末日の金額のいずれか高い方の75％以上

を維持すること。 

 イ．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の損益計算書の経常損益について損失を

計上しないこと。 

   ② 契約日   平成19年７月31日 

 （借入実行残高 1,900,000千円） 

 ア．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当

該決算期直前の決算期末日の金額または平成19年３

月期末日の金額のいずれか高い方の80％以上を維持

すること。 

 イ．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の損益計算書の経常損益について損失を

計上しないこと。 

   ③ 契約日   平成19年11月19日 

 （借入実行残高 1,200,000千円） 

 ア．平成20年３月期末日における連結及び単体の貸借

対照表の純資産の部の金額を、平成19年３月期末日

における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の

金額の75％以上を維持すること。 

   ④ 契約日   平成20年１月15日 

 （借入実行残高 720,000千円） 

 ア．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、平成19年３月期末日における連結及び単体の貸

借対照表の純資産の部の合計金額の100％以上を維

持すること。 

 イ．契約締結日以降の各年度の決算期末日における連

結及び単体の損益計算書における営業損益及び経常

損益が黒字となっていること。 

  ②借入実行残高    1,702,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期末日において、当社及

び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常利益を指定の

金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の

金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の70％の

金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が30

億円を超えた場合には、その超過額について早期弁済

を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期における、当社及び㈱

インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出するこ

と。 

  オ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、毎年３月末日を基準日とし同年５月末日ま

でに担保不動産の評価の見直しを行い、評価額が現在

の評価額または前年の評価額から減少した場合、当該

減少額を５年間均等の割合で同年６月より四半期毎に

追加返済し、弁済期限において残額を完済すること。

 ③借入実行残高    5,777,874千円 

  ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期末日において、連結及

び単体及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常利益

を指定の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の

金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の70％の

金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が30

億円を超えた場合には、その超過額について早期弁済

を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期における、当社及び㈱

インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出するこ

と。 

            ―――― ※６．従来、流動資産として保有していた販売用不動産

9,065,719千円につきましては、子会社における開

発中プロジェクトの中止に伴い、当連結会計年度に

おいて、当該プロジェクトに係る資産の所有目的を

変更したため、固定資産の投資不動産に振替えてお

ります。また、流動資産として保有していた営業投

資有価証券380,184千円につきましては、子会社に

おける投資事業部門の廃止に伴い、保有目的を変更

したため、固定資産の投資有価証券に振替えており

ます。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．                 ―――― ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  広告宣伝費 349,282千円

給料手当及び賞与 1,777,462千円

賞与引当金繰入額 179,332千円

貸倒引当金繰入額 194,674千円

退職給付費用 19,600千円

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 工具器具及び備品 549,051千円

 計      549,051千円

※２．                 ―――― 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物      1,902千円

機械装置及び運搬具   9,527千円

車両及び運搬具       931千円

工具器具及び備品         7,034千円

計  19,395千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物          3,497千円

機械装置及び運搬具        10,135千円

その他            506千円

計        14,139千円

※４．減損損失 

 当社グループにおける集合住宅向け通信統合サー

ビスを提供している寮、社宅などの減少により、遊

休となった電話加入権等について帳簿価額を市場価

格に基づく正味売却価額まで減額し、当該減少額の

29,503千円を減損損失として特別損失に計上いたし

ました。なお、グルーピングについては、セグメン

ト単位にしております。 

※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、原則として、事業用資産につ

いては事業部を基準としてグルーピングを行なっ

ており、遊休資産については個別資産ごとにグル

ーピングを行なっております。 

  事業用資産については、継続的な損失の発生によ

り帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失

41,995千円を計上しました。その内訳は建物及び構

築物41,714千円及び機械装置及び運搬具280千円であ

ります。 

  当社グループにおける集合住宅向け通信統合サー

ビスを提供している寮、社宅などの減少により、遊休

となった電話加入権等について帳簿価額を市場価格に

基づく正味売却価額まで減額し、減損損失15,470千円

を計上いたしました。 

事業 用途 種類 

その他の事
業 

事業用資産 
建物及び構築物
等 

集合住宅向
け通信統合
サービス事
業 

遊休資産 
無形固定資産の
「その他」 

 



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※５．事業再構築損  

 不動産関連事業における不採算開発プロジェクト

の中止、及びソリューション事業における開発中止

プロジェクトの帳簿価額を売却可能価額まで減額

し、当該減額分を事業再構築損として特別損失に計

上しております。 

※５．事業再構築損  

① 不動産関連事業における不採算開発プロジェクト

の中止及びソリューション事業撤退による開発中

止プロジェクトの帳簿価額を売却可能価格まで減

額し、当該減額分を事業再構築損として特別損失

に計上しております。 

② 一部の開発プロジェクトについて、将来発生する

可能性の高い売却時損失見込額を開発損失引当金

繰入額として事業再構築損に含めて特別損失に計

上しております。 

③ 社員のキャリア開発を支援する特別転進支援措置

の実施額分を事業再構築損として特別損失に計上

しております。 

   事業再構築損の内訳は次のとおりであります。 

たな卸資産評価損  5,666,282千円

開発損失引当金繰入額 1,898,385千円

特別転進支援措置費用等  27,573千円

その他   195,000千円

 計 7,787,241千円



（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加274,633株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 11,680,153  －  － 11,680,153 

合計 11,680,153  －  － 11,680,153 

自己株式        

普通株式 108,953 274,633  － 383,586 

合計 108,953 274,633  － 383,586 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計 
年度末残高 
（千円） 前連結会

計年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会
計年度末 

 提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
 －  －  －  －  －  － 

連結子会社 －    －  －  －  －  － 119,451 

合計  －  －  －  －  － 119,451 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 983,552 85 平成19年３月31日 平成19年６月25日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 1,129,656 

その他資本

剰余金 
100 平成20年３月31日 平成20年６月26日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 11,680,153 ― ― 11,680,153 

合計 11,680,153 ― ― 11,680,153 

自己株式        

普通株式 383,586 ― ― 383,586 

合計 383,586 ― ― 383,586 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会

計年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会
計年度末 

 提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
 － － － － － 857 

合計  － － － － － 857 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 1,129,656 

その他資本

剰余金 
100 平成20年３月31日 平成20年６月26日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金  12,139,774千円

現金及び現金同等物  12,139,774千円

現金及び預金   2,945,411千円

現金及び現金同等物   2,945,411千円

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により株式会社インボイスＲＭ等が連

結子会社でなくなった連結除外時の資産及び負債の

内訳並びに株式の売却価額と売却による収入との関

係は次のとおりであります。 

 株式の売却により株式会社インボイスＲＭパートナ

ーズが連結子会社でなくなった連結除外時の資産及び

負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入と

の関係は次のとおりであります。 

流動資産 6,975,857千円

固定資産 5,666,463千円

流動負債 △5,877,495千円

固定負債 △2,716,122千円

自己株式 202千円

その他有価証券評価差額金 31,580千円

新株予約権 △1,741千円

少数株主持分 △129,296千円

のれん 4,712,763千円

株式売却益 1,337,990千円

株式売却価額 10,000,202千円

連結除外時の現金及び現金同等物  △1,463,667千円

株式売却による収入  8,536,534千円

流動資産 983千円

固定資産 ― 千円

流動負債 △64千円

株式売却益 9,080千円

株式売却価額 10,000千円

連結除外時の現金及び現金同等物 △983千円

株式売却による収入  9,016千円

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により日本テレコムインボイス株式会

社（現：ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会

社）が連結子会社でなくなった連結除外時の資産及

び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収

入との関係は次のとおりであります。 

流動資産   17,655,608千円

固定資産    401,014千円

流動負債 △12,726,295千円

少数株主持分   △793,270千円

株式売却益  20,992,943千円

株式売却価額  25,530,000千円

連結除外時の現金及び現金同等物    △825,398千円

株式売却による収入    24,704,601千円



（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券 

    前連結会計年度（平成20年３月31日）及び当連結会計年度（平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの   

    前連結会計年度（平成20年３月31日）及び当連結会計年度（平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

４．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

５．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

６．時価評価されていない主な有価証券の内容 

７．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対 
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対 
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式 24,777 44,585 19,807 － － － 

債券 208,560 226,580 18,020 － － － 

その他 － － － － － － 

小計 233,337 271,165 37,827 － － － 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

株式 184,653 140,616 △44,036 1,125 877 △248 

債券 － － － 208,560 195,358 △13,202 

小計 184,653 140,616 △44,036 209,685 196,235 △13,450 

合計 417,991 411,781 △6,209 209,685 196,235 △13,450 

  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計
額（千円） 

売却損の合計
額（千円） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計
額（千円） 

売却損の合計
額（千円） 

営業投資有価証券に属するもの 12,617 100 89 202,385 937 52,760 

投資有価証券に属するもの 5,410,615 1,082,500 － 5,271 － △2,046 

  
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式 616,848 200,718 

 その他 537,677 181,218 

合計 1,154,526 381,937 



  （税効果会計関係） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 5,929,694

賞与引当金 39,886

退職給付引当金 29,832

債務保証損失引当金  719,421

減価償却限度超過額 1,398

ゴルフ会員権評価減額 3,565

投資有価証券評価減額 20,281

電話加入権評価損 541,554

繰越欠損金 8,042,808

未払事業税 28,192

その他有価証券評価差額金  100

その他 44,271

繰延税金資産小計 15,401,008

評価性引当額      △11,836,261

繰延税金資産合計 3,564,747

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の

差異の原因の主な項目別内訳 

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているた

め、記載を省略しております。 

  



（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社である日本テレコムインボイス

㈱については、退職金規定に基づく退職一時金制度を

採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社については、退職金規定に基づく退職一時金制

度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務  54,265千円

退職給付引当金 54,265千円

退職給付債務        73,317千円

退職給付引当金       73,317千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用してお

ります。 

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用してお

ります。 

３．退職給付費用に関する事項 

 退職給付費用は、42,410千円であります。 

３．退職給付費用に関する事項 

 退職給付費用は、19,860千円であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

（注）１．事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な事業内容 

（1）企業向け通信統合サービス事業…………通信料金一括請求サービス、国際通信サービス、その他 

（2）集合住宅向け通信統合サービス事業……集合住宅向け電話サービス、集合住宅向けインターネット接続

サービス 

（3）不動産関連事業……………………………マンションの賃貸、仲介、管理業務、マンション販売、アセッ

トマネジメント、マンションＩＴ化事業等（プロバイダー事業

含む） 

（4）その他の事業………………………………空調工事事業等 

     （営業費用の配賦方法の変更） 

  前連結会計年度まで、当社の経理部門等にかかる費用は配賦不能営業費用として消去又は全社の項目に含めてお

りましたが、当連結会計年度から各セグメントへ配賦計算を行なう方法に変更いたしました。この変更は、当連結

会計年度における社内の業績管理基準等の見直しを契機として、各セグメントの損益実態をより的確に把握するこ

とを目的に、当社の経理部門等の各事業セグメントに享受する便益と負担との相関関係をより明確にした上で、よ

り精緻な配賦計算のために行なうものであります。 

 この変更により、従来の方法に比較して当連結会計年度の営業費用は、「企業向け通信統合サービス事業」が

851,135千円、「集合住宅向け通信統合サービス事業」が16,637千円、「その他事業」が7,880千円それぞれ増加

し、「消去又は全社」が875,654千円減少しております。また、各事業セグメントの営業利益がそれぞれ同額減少

しております。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は10,995,262千円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 

   ４．前連結会計年度まで「不動産関連事業」として含んでおりました、㈱インボイスＲＭ、㈱エムジー・アタラシ、

㈱インボイスＭＹＭ、㈲タラキーインターナショナル、亀山上道野パートナーズ合同会社、㈱インボイスＲＭパー

トナーズ、ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント㈱は、平成19年９月に株式を売却したため、連

結の範囲から除外しております。なお、売却時までの損益を「不動産関連事業」に含んでおります。 

  

企業向け通
信統合サー
ビス事業 
（千円） 

集合住宅
向け通信
統合サー
ビス事業 
（千円） 

不動産関連
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

（1）外部顧客に対する

売上高 
104,322,000 2,026,329 48,566,975 890,919 155,806,225 － 155,806,225 

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

182,359 15,008 － 32,400 229,767 (229,767) － 

計 104,504,359 2,041,338 48,566,975 923,319 156,035,992 (229,767) 155,806,225 

営業費用 100,518,099 1,607,729 49,913,373 1,031,851 153,071,054 (229,767) 152,841,287 

営業利益 

(又は営業損失） 
3,986,260 433,608 △1,346,398 △108,532 2,964,938 － 2,964,938 

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

              

資産 23,162,399 971,768 74,787,577 1,228,189 100,149,935 10,995,262 111,145,198 

減価償却費 123,438 40,530 239,285 123 403,377 37,045 440,422 

減損損失  － 29,503 － － 29,503 － 29,503 

資本的支出 9,089 － 51,705 － 60,794 3,976 64,771 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（注）１．事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な事業内容 

（1）企業向け通信統合サービス事業…………通信料金一括請求サービス、国際通信サービス、その他 

（2）集合住宅向け通信統合サービス事業……集合住宅向け電話サービス、集合住宅向けインターネット接続

サービス 

（3）不動産関連事業……………………………不動産賃貸事業（仲介・管理業務・サブリース）、管理組合事

業、マンションＩＴ化事業等（プロバイダー事業含む） 

（4）その他の事業………………………………空調工事事業等 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は12,514,746千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 

  

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日） 

 本邦以外の国また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、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

  前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

企業向け通
信統合サー
ビス事業 
（千円） 

集合住宅
向け通信
統合サー
ビス事業 
（千円） 

不動産関連
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

（1）外部顧客に対する

売上高 
73,145,925 2,078,194 4,300,380 844,546 80,369,046 － 80,369,046 

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

16,785 － － 3,510 20,295 （20,295) － 

計 73,162,711 2,078,194 4,300,380 848,056 80,389,341 （20,295) 80,369,046 

営業費用 71,462,495 1,632,209 5,232,287 1,039,157 79,366,149 （20,295) 79,345,853 

営業利益 

(又は営業損失） 
1,700,215 445,984 △931,906 △191,100 1,023,192 － 1,023,192 

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

              

資産 14,507,506 1,006,941 9,323,541 1,165,687 26,003,677 12,514,746 38,518,424 

減価償却費 91,255 63,165 32,823 9,205 196,449 22,617 219,067 

減損損失 － 15,470 － 41,995 57,465 － 57,465 

資本的支出 6,021 277,362 － 50,464 342,901 4,526 338,374 



（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額     233.39円

１株当たり当期純損失金額    △672.94円

１株当たり純資産額      198.03円

１株当たり当期純利益金額       60.59円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額 
60.44円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

  

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損

失金額（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △7,684,292 684,456 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△7,684,292 684,456 

期中平均株式数（株） 11,418,907 11,296,567 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円）      

普通株式増加数（株）  － 28,104 

（うち転換社債）  － － 

（うち新株予約権）  － 28,104 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

──── 

  

──── 

  



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．重要な子会社株式の譲渡 

 当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、

連結子会社である日本テレコムインボイス株式会社の株

式を譲渡することを決議し、平成20年４月28日付で株式

を譲渡いたしました。 

（1）譲渡の理由 

 当社の連結子会社である日本テレコムインボイス株

式会社は、ソフトバンクテレコム株式会社の提供する

直収型固定通信サービス「おとくライン」の販売を総

代理店として推進してまいりましたが、主力サービス

である通信料金一括請求サービスおよびその関連業務

に特化することで、料金請求・回収業務における顧客

基盤の強化・拡大を図りつつ、情報通信市場のいかな

る転換にも迅速に対応できるビジネスモデルを実現す

るため、ソフトバンクテレコム株式会社との間で株式

譲渡契約の締結に至りました。 

（2）譲渡先の名称 

ソフトバンクテレコム株式会社 

（3）譲渡年月日 

     平成20年４月28日 

（4）当該子会社の名称及び主な事業内容 

     ① 名称      日本テレコムインボイス株式会社 

 ② 主な事業内容 

  ソフトバンクテレコム株式会社の提供する直

収型固定通信サービス「おとくライン」の販売

ならびに電話サービス（「おとくライン」およ

び「マイライン）にかかる料金の請求および回

収業務 

（5）譲渡する株式の数、譲渡価格、譲渡損益及び譲渡後

の持分比率 

① 譲渡する株式の数        510,600株 

 ② 譲渡価格         25,530百万円 

 ③ 譲渡益         約20,900百万円 

 ④ 譲渡後の持分比率          ― ％ 

 ―――― 



（開示の省略） 

 リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、関連当事者との取引に関する注記事項については、決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 



５．財務諸表等 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  8,414,108 2,380,601

受取手形 62,867 55,964

売掛金 8,764,926 9,846,662

完成工事未収入金 109,513 61,102

未成工事支出金 58,558 15,673

前払費用 189,441 123,322

繰延税金資産 200,849 844,443

関係会社短期貸付金 16,287,693 －

未収入金 481,874 662,345

債権流動化未収入金 30,000 87,197

その他 217,619 85,745

貸倒引当金 △18,300 △32,100

流動資産合計 34,799,154 14,130,958

固定資産   

有形固定資産   

建物 178,250 172,142

減価償却累計額 △96,129 △106,794

建物（純額） 82,120 65,347

機械及び装置 3,286,934 3,149,244

減価償却累計額 △3,151,454 △2,913,556

機械及び装置（純額） 135,480 235,687

車両運搬具 23,619 22,867

減価償却累計額 △11,754 △14,799

車両運搬具（純額） 11,865 8,067

工具、器具及び備品 89,585 83,370

減価償却累計額 △77,903 △74,835

工具、器具及び備品（純額） 11,681 8,535

リース資産 － 128,048

減価償却累計額 － △19,536

リース資産（純額） － 108,512

有形固定資産合計 241,147 426,150

無形固定資産   

のれん 7,619 3,809

ソフトウエア 3,690 3,277

電話加入権 389,802 374,249

無形固定資産合計 401,112 381,336

投資その他の資産   

投資有価証券 103,039 16,769



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

関係会社株式 27,257,855 1,712,855

従業員に対する長期貸付金 － 12,741

関係会社長期貸付金 15,646,306 8,162,482

破産更生債権等 30,465 20,138,285

繰延税金資産 3,101,576 2,716,032

敷金及び保証金 503,597 429,004

長期預金 800,000 －

その他 330,115 76,999

貸倒引当金 △11,311,246 △21,664,806

投資その他の資産合計 36,461,709 11,600,365

固定資産合計 37,103,968 12,407,852

資産合計 71,903,122 26,538,811

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  6,369,391 7,393,754

工事未払金 81,465 32,110

短期借入金 ※2,4  21,860,000 ※2  400,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1,4  3,892,000 ※4  2,667,600

1年内償還予定の社債 － 360,000

リース債務 － 25,730

未払金 11,554 146,733

未払費用 166,191 184,894

未払法人税等 1,578,245 57,495

未成工事受入金 14,028 －

預り金 57,255 43,772

賞与引当金 97,398 98,025

その他 570,857 103,334

流動負債合計 34,698,386 11,513,451

固定負債   

社債 940,000 580,000

長期借入金 ※1,4  8,734,000 ※4  10,332,742

リース債務 － 90,433

退職給付引当金 54,265 73,317

債務保証損失引当金 － ※3  1,768,055

その他 706 634

固定負債合計 9,728,971 12,845,183

負債合計 44,427,357 24,358,634



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,341,347 17,341,347

資本剰余金   

その他資本剰余金 20,252,663 19,123,006

資本剰余金合計 20,252,663 19,123,006

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △5,384,122 △29,591,132

利益剰余金合計 △5,384,122 △29,591,132

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 27,516,132 2,179,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,518 △147

繰延ヘッジ損益 △26,849 －

評価・換算差額等合計 △40,367 △147

新株予約権 － 857

純資産合計 27,475,765 2,180,176

負債純資産合計 71,903,122 26,538,811



②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

通信事業売上高 58,423,535 56,461,119

空調事業等売上高 599,268 402,924

売上高合計 59,022,803 56,864,043

売上原価   

通信事業売上原価 52,455,362 50,387,418

空調事業等売上原価 531,327 362,738

売上原価合計 52,986,689 50,750,157

売上総利益 6,036,114 6,113,886

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 138,905 －

貸倒引当金繰入額 21,478 －

貸倒損失 19,569 －

役員報酬 134,550 －

給料手当及び賞与 1,071,565 －

賞与引当金繰入額 97,398 －

退職給付費用 13,513 －

法定福利費 142,395 －

旅費及び交通費 231,930 －

業務委託費 167,671 －

賃借料 332,689 －

支払手数料 462,981 －

減価償却費 98,598 －

通信工事費 236,593 －

その他 574,986 4,082,193

販売費及び一般管理費合計 3,744,827 4,082,193

営業利益 2,291,287 2,031,693

営業外収益   

受取利息及び配当金 ※1  741,402 －

受取利息 － ※1  388,086

有価証券利息 5,070 －

受取手数料 ※1  195,941 －

受取配当金 － 317

仕入割引 71,370 93,999

その他 100,369 128,862

営業外収益合計 1,114,155 611,266



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 763,237 569,605

社債利息 45,033 15,206

社債発行費 7,039 －

支払手数料 207,118 172,727

その他 63,236 34,031

営業外費用合計 1,085,665 791,571

経常利益 2,319,777 1,851,387

特別利益   

投資有価証券売却益 1,082,500 －

貸倒引当金戻入額 3,000 －

賞与引当金戻入額 6,690 －

子会社株式譲渡益 1,411,173 －

抱合せ株式消滅差益 － 4,288

特別利益合計 2,503,363 4,288

特別損失   

固定資産除却損 ※2  14,694 ※2  14,139

減損損失 ※3  29,503 ※3  16,099

関係会社株式評価損 － 8,635,695

投資有価証券評価損 2,507 101,496

貸倒引当金繰入額 11,287,306 15,661,190

債務保証損失引当金繰入額 － 1,768,055

債権放棄損 55,000 －

その他 － 139,845

特別損失合計 11,389,012 26,336,522

税引前当期純損失（△） △6,565,870 △24,480,846

法人税、住民税及び事業税 2,016,586 11,806

法人税等調整額 △3,029,644 △285,643

法人税等合計 △1,013,057 △273,836

当期純損失（△） △5,552,813 △24,207,010



③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,341,347 17,341,347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,341,347 17,341,347

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 20,252,663 20,252,663

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △1,129,656

当期変動額合計 － △1,129,656

当期末残高 20,252,663 19,123,006

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,152,242 △5,384,122

当期変動額   

剰余金の配当 △983,552 －

当期純損失（△） △5,552,813 △24,207,010

当期変動額合計 △6,536,365 △24,207,010

当期末残高 △5,384,122 △29,591,132

自己株式   

前期末残高 △3,652,101 △4,693,756

当期変動額   

自己株式の取得 △1,041,654 －

当期変動額合計 △1,041,654 －

当期末残高 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計   

前期末残高 35,094,152 27,516,132

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △1,129,656

剰余金の配当 △983,552 －

当期純損失（△） △5,552,813 △24,207,010

自己株式の取得 △1,041,654 －

当期変動額合計 △7,578,019 △25,336,666

当期末残高 27,516,132 2,179,465



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 125,913 △13,518

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139,431 13,370

当期変動額合計 △139,431 13,370

当期末残高 △13,518 △147

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △36,025 △26,849

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,175 26,849

当期変動額合計 9,175 26,849

当期末残高 △26,849 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 89,888 △40,367

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130,255 40,220

当期変動額合計 △130,255 40,220

当期末残高 △40,367 △147

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 857

当期変動額合計 － 857

当期末残高 － 857

純資産合計   

前期末残高 35,184,040 27,475,765

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △1,129,656

剰余金の配当 △983,552 －

当期純損失（△） △5,552,813 △24,207,010

自己株式の取得 △1,041,654 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130,255 41,078

当期変動額合計 △7,708,275 △25,295,588

当期末残高 27,475,765 2,180,176



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・原材料・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

商品・原材料・貯蔵品・未成工事支出金 

 主として個別法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

 （会計方針の変更） 

  当事業年度より「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日公表分）を適用

しております。 

 これによる当事業年度の当期純損失

に与える影響はありません。 

  未成工事支出金 

個別法による原価法 

  

  

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法 

ただし、建物(附属設備を除く)、及

び機械及び装置のうち寮電話設備につ

いては定額法によっております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価格

の５％に到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価格の５％相当額と備忘価格

との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 

――――  

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ―――― 

  

  

（3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

 リース取引に関する会計基準の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

度前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

５．繰延資産の処理方法 （1）株式交付費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

（1）株式交付費 

同左 

  (2）社債発行費           ――――- 

    支出時に全額費用として処理してお

ります。 
  

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準により計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上

しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

               ――――  

  

(4）債務保証損失引当金  

保証債務に係る損失に備えるため、

当事業年度末における保証の履行によ

る損失見込額を計上しております。 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

―――― 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

(1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについて特例処理に

よっております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する権限規程

及び取引限度額等を定めた内部規程に

基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リ

スクを一定の範囲内でヘッジしており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を評価し

ております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を評価し

ております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、有効性の評

価を省略しております。 

９．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  消費税等の会計処理 

同左 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「長期性預金」は、当事業年

度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記しております。なお、前事業年度末の「長期性預

金」は800,000千円であります。           

（貸借対照表） 

前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「１年以内償還社債」は、当事業年度にお

いて、負債及び純資産の合計額の100分の１を超えたた

め区分掲記しております。なお、前事業年度末の「１年

以内償還社債」は360,000千円であります。          

  

  

（損益計算書）  

 前事業年度において、販売費及び一般管理費は主要

な費目に分類した上で区分掲記しておりましたが、当

事業年度より販売費及び一般管理費の科目に一括して

掲記し、主要な費目及びその金額を注記に記載してお

ります。なお、当事業年度における販売費及び一般管

理費を前事業年度と同様に区分掲記した場合の費目及

び金額は以下の通りであります。 

  １．広告宣伝費          215,801千円 

  ２．貸倒引当金繰入額          42,887千円 

 ３．貸倒損失                  20,068千円 

 ４．役員報酬                  233,645千円 

 ５．給料手当及び賞与        1,372,865千円 

 ６．賞与引当金繰入額          131,340千円 

 ７．退職給付費用              19,600千円 

 ８．法定福利費                156,558千円 

 ９．旅費交通費                163,569千円 

 10．業務委託費                212,871千円 

 11．賃借料                    388,403千円 

 12．支払手数料                 457,183千円 

 13．減価償却費                 28,922千円 

 14．通信工事費                169,300千円 

 15．その他                   469,175千円 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

現金及び預金 4,545,316千円

 計 4,545,316千円

一年以内返済予定長期借入金 1,400,000千円

長期借入金  4,200,000千円

    計 5,600,000千円

※１．       ―――― 

  

※２．関係会社項目 

 関係会社に対する負債には区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。 

 （流動負債）  

買掛金  

短期借入金 

        789,107千円

7,900,000千円

※２．関係会社項目 

 関係会社に対する負債には区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。 

 （流動負債）  

短期借入金          400,000千円

  ３．偶発債務 

       保証債務 

       関係会社である日本テレコムインボイス株式会社

の金融機関からの借入600,000千円について当社が債

務保証を行っております。 

※３．偶発債務 

       保証債務 

       連結会社以外の会社の工事代金に対する債務保証

を行なっております。 

㈱ダイナシティ    2,371,950千円

債務保証損失引当金    1,768,055千円

 差引      603,894千円

※４．財務制限条項 

 当社の借入金のうち、財務制限条項が付されてい

るものは以下のとおりです。  

 （1）契約日   平成19年３月28日 

 （借入実行残高    5,600,000千円） 

 ① 契約締結日以降の各年度の決算期末日における

連結及び単体の貸借対照表の株主資本の金額を、

当該決算期直前の決算期末日の金額または平成19

年３月期末日の金額のいずれか高い方の80％以上

を維持すること。 

  ② 契約締結日以降の各年度の決算期末日における

連結及び単体の損益計算書の経常損益について損

失を計上しないこと。 

※４．財務制限条項 

  当社の借入金のうち、財務制限条項が付されてい

るものは以下のとおりです。 

 （1）借入実行残高      871,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了す

るまでの期間、中間期および決算期末日におい

て、連結及び単体の損益計算書の経常利益を指定

の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了す

るまでの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資

産の部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の

金額の70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

40億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

 



前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

  （2）借入実行残高    1,702,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期末日において、当社及

び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常利益を指定の

金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の

金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の70％の

金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が30

億円を超えた場合には、その超過額について早期弁済

を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期における、当社及び㈱

インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出するこ

と。 

  オ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、毎年３月末日を基準日とし同年５月末日ま

でに担保不動産の評価の見直しを行い、評価額が現在

の評価額または前年の評価額から減少した場合、当該

減少額を５年間均等の割合で同年６月より四半期毎に

追加返済し、弁済期限において残額を完済すること。

（3）借入実行残高    5,777,874千円 

  ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期末日において、連結及

び単体及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常利益

を指定の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の

金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の70％の

金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が30

億円を超えた場合には、その超過額について早期弁済

を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期における、当社及び㈱

インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出するこ

と。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取利息      715,068千円

受取手数料        195,941千円

受取利息        357,563千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置  9,527千円

工具器具及び備品        5,167千円

 計       14,694千円

建物及び構築物       3,497千円

機械及び装置  10,135千円

工具、器具及び備品            506千円

 計         14,139千円

 ※３．減損損失 

 当社における集合住宅向け通信統合サービス事業

を提供している寮、社宅などの減少により、遊休と

なった電話加入権について帳簿価額を市場価格に基

づく正味売却価額まで減額し、当該減少額の29,503

千円を減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。なお、グルーピングについてはセグメント単位

にしております。 

※３．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

 当社は、原則として、事業用資産については事

業部を基準としてグルーピングを行なっており、

遊休資産については個別資産ごとにグルーピング

を行なっております。 

  事業用資産については、継続的な損失の発生によ

り帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失629

千円を計上しました。その内訳は建物及び構築物616

千円及び車両運搬具13千円であります。 

  当社における集合住宅向け通信統合サービスを提

供している寮、社宅などの減少により、遊休となっ

た電話加入権等について帳簿価額を市場価格に基づ

く正味売却価額まで減額し、減損損失15,470千円を

計上いたしました。 

用途 種類 

事業用資産 
建物及び構築物
等 

遊休資産 電話加入権 



（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加274,633株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（有価証券関係） 

 前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  （税効果会計関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 108,953 274,633 －  383,586 

合計 108,953 274,633 －  383,586 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 383,586 －  －  383,586 

合計 383,586 －  －  383,586 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 （千円）

 貸倒引当金 5,929,694

賞与引当金 39,886

退職給付引当金 29,832

債務保証損失引当金  719,421

減価償却限度超過額 1,398

ゴルフ会員権評価減額  3,565

投資有価証券評価損  20,281

電話加入権評価損 541,554

繰越欠損金  8,042,808

未払事業税 23,639

その他有価証券評価差額金  100

その他 44,552

繰延税金資産小計 15,396,737

評価性引当額 △11,836,261

繰延税金資産合計 3,560,475

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間

の差異の原因の主な項目別内訳 

   当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載

を省略しております。 



（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  2,432.22円

１株当たり当期純損失金額     △486.28円

１株当たり純資産額       192.92円

１株当たり当期純損失金額   △2,142.86円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期損失

であるため記載しておりません。 

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純損失（△）（千円） △5,552,813 △24,207,010 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △5,552,813 △24,207,010 

期中平均株式数（株） 11,418,907 11,296,567 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

──── 

  

新株予約権１種類 

 平成21年３月19日 

 取締役会決議  371,600個 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．重要な子会社株式の譲渡 

 当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、

子会社である日本テレコムインボイス株式会社の株式を

譲渡することを決議し、平成20年４月28日付で株式を譲

渡いたしました。 

（1）譲渡の理由 

 当社の子会社である日本テレコムインボイス株式会

社は、ソフトバンクテレコム株式会社の提供する直収

型固定通信サービス「おとくライン」の販売を総代理

店として推進してまいりましたが、主力サービスであ

る通信料金一括請求サービスおよびその関連業務に特

化することで、料金請求・回収業務における顧客基盤

の強化・拡大を図りつつ、情報通信市場のいかなる転

換にも迅速に対応できるビジネスモデルを実現するた

め、ソフトバンクテレコム株式会社との間で株式譲渡

契約の締結に至りました。 

（2）譲渡先の名称 

ソフトバンクテレコム株式会社 

（3）譲渡年月日 

     平成20年４月28日 

（4）当該子会社の名称及び主な事業内容 

     ① 名称      日本テレコムインボイス株式会社 

 ② 主な事業内容 

  ソフトバンクテレコム株式会社の提供する直

収型固定通信サービス「おとくライン」の販売

ならびに電話サービス（「おとくライン」およ

び「マイライン」）にかかる料金の請求および

回収業務 

（5）譲渡する株式の数、譲渡価格、譲渡損益及び譲渡後

の持分比率 

① 譲渡する株式の数        510,600株 

 ② 譲渡価格         25,530百万円 

 ③ 譲渡益             － 百万円 

 ④ 譲渡後の持分比率          ― ％ 

  ―――― 
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