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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 19,131 △18.2 639 ― 522 ― 495 △97.0
21年3月期第1四半期 23,375 ― △762 ― △1,148 ― 16,402 ―

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

22年3月期第1四半期 43.83 42.71
21年3月期第1四半期 1,452.01 ―

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

22年3月期第1四半期 37,657 2,743 7.3 242.00
21年3月期 38,518 2,237 5.8 198.03

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  2,733百万円 21年3月期  2,237百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

37,000 △12.4 1,040 ― 800 ― 740 △75.5 65.51

通期 73,500 △8.5 2,270 121.9 1,810 507.3 1,690 146.9 149.60



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  無  

(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 
平成21年５月20日公表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したも
のであり、実際の業績は、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。上記業績予想に関する事項は、４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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,680,153株 21年3月期 11,680,153株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 383,586株 21年3月期 383,586株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,296,567株 21年3月期第1四半期 11,296,567株



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 

 当第１四半期における国内外の経済は、昨年来の世界的な景気の悪化から、依然として先行き不透明であり、一部

の業種においては回復の兆しは見え始めているものの、その勢いは弱く、所得の減少や雇用に対する不安などの要因

もあり、個人消費が低迷する厳しい状況で推移いたしました。 

 一方、わが国の通信業界は、昨年来、固定通信と移動通信のサービス融合、移動通信市場における料金競争など、

事業環境は急速な変化を見せており、事業者間における競争は継続的に激化傾向にあると同時に、いわゆる「2010年

問題」といわれる、通信業界全体としての業界再編の動きも見え始めております。 

 このような状況の中、当社グループは、連結子会社でありました株式会社ダイナシティを前期より連結の範囲から

除外したことで、マイナスの影響を最小限に低減させ、本業の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まい

りました。 

 上記の結果、当第１四半期の連結業績につきましては、通信事業は堅調に推移いたしましたが、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た影響により、売上高は19,131,536千円（前年同期比18.2％減少）

となったものの、営業利益は639,218千円（前年同期は762,258千円の損失）、経常利益は522,631千円（前年同期は

1,148,836千円の損失）となり、大幅な増益となりました。 

 なお、四半期純利益につきましては、495,164千円となりました。前期に特別利益として関係会社株式売却益

20,992,943千円を計上したことから、前年同期比97.0％減少となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債、純資産に関する分析 

 当第１四半期末の資産の部合計は、37,657,193千円（前連結会計年度末は38,518,424千円）となり、861,231千

円の減少、負債の部合計は、34,914,166千円（前連結会計年度末は36,280,526千円）となり、1,366,360千円の減

少となりました。主な減少内容は、借入金の返済1,046,344千円によるものであります。 

 当第１四半期末の純資産の部合計は、主に利益剰余金が495,164千円増加し、2,743,026千円（前連結会計年度末

は2,237,897千円）となりました。 

  

 （2）キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期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

844,631千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フロー701,147千円の増加、財務活動によるキャッシュ・フロー

1,054,446千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1,197,930千円減少し、1,747,481千円と

なりました。 

 （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、844,631千円となりました。  

 主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益520,187千円があった一方で、売上債権の増加667,094千円、

たな卸資産の増加453,152千円、債務保証履行による支払額334,000千円等があったことによるものであります。 
  

 （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、701,147千円となりました。 

  主な要因としましては、破産更生債権等の回収による収入632,344千円等があったことによるものであります。 
  

 （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、1,054,446千円となりました。 

   主な要因としましては、長期借入金の返済による支出1,046,344千円等によるものであります。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年５月20日に公表いたしました当第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際

の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

（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 

該当事項はありません。 

  

  



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,747,481 2,945,411

受取手形及び売掛金 13,335,528 12,577,734

原材料及び貯蔵品 401,519 798

未成工事支出金 68,104 15,673

繰延税金資産 845,940 848,714

その他 1,119,900 1,223,853

貸倒引当金 △45,723 △33,855

流動資産合計 17,472,752 17,578,330

固定資産   

有形固定資産 431,320 426,400

無形固定資産   

のれん 1,257,446 1,279,663

その他 375,785 377,527

無形固定資産合計 1,633,232 1,657,190

投資その他の資産   

投資有価証券 576,337 578,172

投資不動産 9,065,719 9,065,719

敷金及び保証金 476,786 534,771

破産更生債権等 19,503,194 20,139,041

繰延税金資産 2,716,951 2,716,032

その他 46,974 89,741

貸倒引当金 △14,266,076 △14,266,977

投資その他の資産合計 18,119,887 18,856,502

固定資産合計 20,184,440 20,940,093

資産合計 37,657,193 38,518,424

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,628,193 9,466,063

短期借入金 10,324,400 11,867,600

未払法人税等 39,545 109,222

賞与引当金 43,200 98,865

債務保証損失引当金 408,000 －

その他 865,102 888,173

流動負債合計 21,308,440 22,429,925

固定負債   

社債 580,000 580,000

長期借入金 11,829,597 11,332,742

退職給付引当金 79,200 73,317

債務保証損失引当金 1,026,055 1,768,055

その他 90,871 96,483

固定負債合計 13,605,725 13,850,601

負債合計 34,914,166 36,280,526



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 19,123,006 19,123,006

利益剰余金 △29,025,045 △29,520,210

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 2,745,553 2,250,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,755 △13,349

評価・換算差額等合計 △11,755 △13,349

新株予約権 9,228 857

純資産合計 2,743,026 2,237,897

負債純資産合計 37,657,193 38,518,424



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,375,994 19,131,536

売上原価 21,592,501 17,419,862

売上総利益 1,783,492 1,711,673

販売費及び一般管理費 2,545,751 1,072,455

営業利益又は営業損失（△） △762,258 639,218

営業外収益   

受取利息 40,660 585

受取配当金 3,200 5

仕入割引 － 22,492

負ののれん償却額 12,202 －

賃貸収入 80,550 －

その他 131,128 4,460

営業外収益合計 267,742 27,543

営業外費用   

支払利息 482,595 125,788

支払手数料 139,354 －

その他 32,370 18,342

営業外費用合計 654,320 144,130

経常利益又は経常損失（△） △1,148,836 522,631

特別利益   

関係会社株式売却益 20,992,943 －

その他 106,776 －

特別利益合計 21,099,719 －

特別損失   

固定資産除却損 1,625 994

投資不動産売却損 5,486 －

減損損失 4,836 1,449

事業再構築損 7,787,241 －

投資有価証券評価損 116,076 －

特別損失合計 7,915,267 2,443

税金等調整前四半期純利益 12,035,615 520,187

法人税、住民税及び事業税 19,736 23,185

法人税等調整額 69,971 1,837

法人税等合計 89,708 25,023

少数株主損失（△） △4,456,780 －

四半期純利益 16,402,687 495,164



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 12,035,615 520,187

減価償却費 50,345 27,556

減損損失 4,836 1,449

のれん償却額 10,013 22,216

事業再構築損 5,888,855 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 148,249 10,967

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,664 △55,665

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,347 5,883

開発損失引当金の増減額（△は減少） 1,898,385 －

受取利息及び受取配当金 △43,860 △590

支払利息 482,595 125,788

固定資産除却損 1,625 994

投資有価証券評価損益（△は益） 116,076 －

関係会社株式売却損益（△は益） △20,992,943 －

売上債権の増減額（△は増加） △501,842 △667,094

たな卸資産の増減額（△は増加） 783,266 △453,152

仕入債務の増減額（△は減少） △3,932,024 162,129

未払費用の増減額（△は減少） △47,427 △5,358

その他 70,885 16,307

小計 △4,118,662 △288,380

利息及び配当金の受取額 42,068 94

利息の支払額 △474,450 △164,822

債務保証履行による支払額 － △334,000

事業再構築損の支払 △27,573 －

法人税等の支払額 △1,466,385 △57,522

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,045,003 △844,631

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △30,810 △40,614

有形及び無形固定資産の売却による収入 121 8,200

貸付金の回収による収入 31,810 2,553

貸付けによる支出 △363,050 △750

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 －

破産更生債権等の回収による収入 － 632,344

投資不動産の取得による支出 △610,308 －

投資不動産の売却による収入 85,213 －

敷金及び保証金の返還による収入 － 58,165

その他 1,747 41,248

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,819,324 701,147



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △9,978,499 －

長期借入れによる収入 2,020,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,794,556 △1,046,344

リース債務の返済による支出 △1,301 △6,340

預金の担保提供による支出 △3,745,316 －

配当金の支払額 △548,175 △1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,047,848 △1,054,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,726,473 △1,197,930

現金及び現金同等物の期首残高 12,139,774 2,945,411

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,866,247 1,747,481



（４）継続企業の前提に関する注記 

 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〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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．当第１四半期連結会計期間において、当社が所有する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）の株式をすべて売却したことにより子会社ではなくなったため、資産は減少し

ております。なお、前連結会計年度末の企業向け通信統合サービス事業の資産23,162,399千円に含まれる同社

の金額は11,830,589千円であります。 

  

  

  

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） 

売上高               

（1）外部顧客に対する

売上高 
18,423,203 539,434 4,300,380 112,975 23,375,994 － 23,375,994 

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

12,178 － － 3,510 15,688  (15,688) － 

計 18,435,382 539,434 4,300,380 116,485 23,391,682  (15,688) 23,375,994 

営業利益 

又は営業損失（△） 
158,612 82,273 △931,906 △71,237 △762,258 － △762,258 



当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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……………………………不動産投資事業 

（4）その他の事業………………………………空調工事事業等 

 ３．不動産関連事業の損益は発生していないため記載しておりません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

（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。 

  

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） 

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 
18,512,796 533,837 84,902 19,131,536 － 19,131,536 

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
3,932 － － 3,932  (3,932) － 

計 18,516,728 533,837 84,902 19,135,468  (3,932) 19,131,536 

営業利益又は営業損失（△） 538,007 144,619 △43,408 639,218 － 639,218 
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