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1.  平成22年4月期第1四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成21年7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 ％

22年4月期第1四半期 3,227 18.1 122 △75.0 287 △39.3 287 △40.4
21年4月期第1四半期 2,732 ― 489 ― 473 ― 481 ―

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4月期第1四半期 6,136.22 5,884.11
21年4月期第1四半期 10,514.32 10,190.17

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4月期第1四半期 15,079 6,483 37.7 117,474.19
21年4月期 14,395 5,290 31.1 96,710.12

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  5,683百万円 21年4月期  4,473百万円

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4月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
22年4月期 ―
22年4月期 

（予想）
― ― 3,600.00 3,600.00

3.  平成22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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

6,600 23.9 860 0.0 1,000 20.4 900 3.3 19,455.67

通期 15,500 44.0 1,900 20.6 2,200 44.5 2,000 19.4 43,234.83



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 
1. 平成21年６月８日に発表いたしました連結業績予想につきましては修正しておりません。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づ
き判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

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4月期第1四半期 48,380株 21年4月期  46,259株
② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  ―株 21年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年4月期第1四半期 46,777株 21年4月期第1四半期 45,804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１四半期におけるわが国経済は、昨年来の世界的景気後退の影響を受け、企業収益悪化や、雇用情勢の悪

化による個人消費の低迷など依然厳しい状況が続いております。

インターネットの分野においては、ブロードバンド契約者数が平成21年３月末時点で3,033万契約となり、中で

もFTTHの契約数は1,502万契約となるなど（総務省公表値）、利用者数の増加とともに通信環境の高品質化が進展

しております。

このような環境の中、当社グループはISP事業者向けネットワークサービス、インターネット接続サービス、集

合住宅向けIP電話サービス、企業向けのVPNサービス等の拡大を図るべく積極的に事業を展開してまいりました。

また、当連結会計年度は中期経営計画「SiLK VISION 2012」の初年度として、今後大きく飛躍するための投資

期間と位置付けており、新サービスの開発、営業体制の強化、中国を皮切りに展開する海外進出の準備等、当第

１四半期においても次の段階の成長に向けた積極的な取り組みを数多く実施しました。

当第１四半期における法人向け領域のXaaS事業の売上高は、前年度末にメディアエクスチェンジ株式会社(以下

「MEX」といいます)及び株式会社ギガプライズ(以下「ギガプライズ」といいます)を連結子会社化したことでハ

ウジングサービス、レンタルサーバサービス、インターネット接続サービスなどを中心に取引高が増加し、前年

同期比58.8％増の1,793,871千円(前年同期は1,129,530千円)となりました。

また、法人向け領域のXaaS支援事業については、ギガプライズにおけるアプリケーションソフトやシステムの

開発を受託したものの、当社のテレコミュニケーション事業のソフトウェア販売が減少したこと等により前年同

期比25.6％減の233,047千円(前年同期は313,418千円)の売上高となりました。

個人向け領域のIPv6化プラットフォーム事業の売上高は、連結子会社である株式会社ドリーム・トレイン・イ

ンターネット(以下「DTI」といいます)が提供する個人向けインターネット接続サービスで、ひかりone Tタイプ

(旧TEPCOひかり)サービスの解約が増加したこと等により、前年同期比6.9％減の1,200,172千円(前年同期は

1,289,461千円)となりました。

以上の結果、当第１四半期の売上高は前年同期比18.1％増の3,227,092千円(前年同期は2,732,410千円)となり

ました。

事業区分別売上高の対前年同期増減率

事業区分
前第１四半期

（自　平成20年５月１日
  至　平成20年７月31日)

当第１四半期
（自　平成21年５月１日
  至　平成21年７月31日）

対前年同期増減率
（％)

個人向け領域
IPv6化プラットフォー

ム事業(千円)
1,289,461 1,200,172 △6.9

法人向け領域
XaaS事業(千円) 1,129,530 1,793,871 +58.8

XaaS支援事業(千円) 313,418 233,047 △25.6

合計（千円） 2,732,410 3,227,092 +18.1

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期より、事業の分類を「ブロードバンド化事業」「ユビキタス化事業」から「IPv6化プラット

フォーム事業」「XaaS事業」「XaaS支援事業」に変更しています。なお、前第１四半期分を変更後の区分

に読み替えて前年同四半期比を計算しています。

売上原価につきましては、MEX及びギガプライズの事業原価が追加されたことに伴うネットワーク関連費用や光

熱水道費、通信設備利用料、業務委託費等の増加等により、前年同期比35.8％増の2,083,748千円(前年同期は

1,534,217千円)となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、MEX及びギガプライズの費用が追加されたこと、新規事業に向けた先行

費用が発生したこと等により前年同期比44.1％増の1,020,711千円(前年同期は708,203千円)となりました。

営業外収益につきましては、佐賀県唐津市に設置したコールセンターに対する助成金収入を114,583千円計上し

たこと、及び、MEXを連結子会社化したことにより負ののれん償却額67,338千円が発生したこと等により184,898

千円となりました。



営業外費用につきましては、資金調達に伴い金融機関から借り入れた資金に対する支払利息が18,208千円発生

したことにより20,011千円となりました。

以上の結果、当第１四半期におきましては、営業利益122,631千円(前年同期は489,989千円)、経常利益287,519

千円(前年同期は473,348千円)、四半期純利益287,035千円(前年同期は481,594千円)となりました。

当第１四半期と前第１四半期の業績比較 （単位：百万円）

 
前第１四半期

（自　平成20年５月１日
至　平成20年７月31日）

当第１四半期
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

差異 増減率

売上高 2,732 3,227 494 +18.1％

売上総利益 1,198 1,143 △54 △4.6％

販売費及び一般管理費 708 1,020 312 +44.1％

営業利益 489 122 △367 △75.0％

経常利益 473 287 △185 △39.3％

四半期純利益 481 287 △194 △40.4％

２．連結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

当第１四半期末の総資産は15,079,173千円となり、前年度末と比べて683,942千円増加しました。

これは、主としてのれん及びソフトウエアの償却等により無形固定資産が190,851千円減少し、また受取手形及び

売掛金が624,206千円減少したものの、新株予約権の行使に伴う株式の発行並びに有価証券の取り崩しにより現金及

び預金が2,583,224千円増加したことによるものです。

負債は8,595,401千円となり、前年度末と比べて509,225千円減少しました。これは、主として未払金が338,380千

円減少したことによるものです。

純資産は、主に新株予約権の行使に伴い資本金及び資本剰余金が増加したことにより、前年度末と比べて1,193,168

千円増の6,483,772千円となり、この結果、自己資本比率は37.7％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」といいます）の残高は、5,504,191千円となり、

前年度末比で1,484,173千円増加しました。

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動による資金は、551,251千円の増加（前年同期は652,238千円の増加）となりました。これは主に、未

払金が228,642千円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が358,185千円、のれん償却額が160,736千円、売

上債権の減少が624,206千円あったことによるものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞　

投資活動による資金は、93,872千円の減少（前年同期は20,573千円の増加）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出が41,192千円、差入保証金の差入による支出が45,762千円あったことによるものです。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動による資金は、1,026,795千円の増加（前年同期は220,608千円の減少）となりました。これは主に、

株式の発行による収入が1,049,848千円あったことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年４月期の通期の連結業績予想につきましては、当第１四半期の業績が概ね想定通り推移しているため、平

成21年６月８日に公表しました数値から変更はありません。



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７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21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,504,191 2,920,967

受取手形及び売掛金 1,598,496 2,222,703

有価証券 － 1,099,050

商品及び製品 29,717 28,393

仕掛品 73,254 10,295

原材料及び貯蔵品 4,173 19,093

その他 1,002,202 1,075,610

貸倒引当金 △32,135 △44,223

流動資産合計 8,179,900 7,331,891

固定資産   

有形固定資産 457,009 452,644

無形固定資産   

のれん 4,298,137 4,456,680

ソフトウエア 323,863 364,652

その他 37,824 29,343

無形固定資産合計 4,659,825 4,850,676

投資その他の資産   

投資有価証券 944,621 943,774

差入保証金 685,042 640,025

その他 185,338 212,506

貸倒引当金 △32,564 △36,289

投資その他の資産合計 1,782,437 1,760,017

固定資産合計 6,899,272 7,063,339

資産合計 15,079,173 14,395,230

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,215 67,068

短期借入金 2,330,000 2,100,000

1年内返済予定の長期借入金 730,200 713,400

未払金 2,140,642 2,479,022

未払法人税等 11,179 47,673

解約損失引当金 335,439 368,538

その他の引当金 4,613 8,854

その他 625,950 504,639

流動負債合計 6,185,240 6,289,196

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 1,581,450 1,726,600

引当金 19,571 18,297

負ののれん 740,721 808,059

その他 68,417 62,473

固定負債合計 2,410,160 2,815,430

負債合計 8,595,401 9,104,626



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７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21年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,384,891 1,854,425

資本剰余金 1,013,108 482,642

利益剰余金 2,282,820 2,134,562

株主資本合計 5,680,820 4,471,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,580 2,083

評価・換算差額等合計 2,580 2,083

新株予約権 12,667 23,751

少数株主持分 787,703 793,139

純資産合計 6,483,772 5,290,604

負債純資産合計 15,079,173 14,395,230



（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５月１日 

 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 2,732,410 3,227,092

売上原価 1,534,217 2,083,748

売上総利益 1,198,193 1,143,343

販売費及び一般管理費 708,203 1,020,711

営業利益 489,989 122,631

営業外収益   

受取利息 47 1,029

受取配当金 69 50

有価証券売却益 － 149

負ののれん償却額 － 67,338

助成金収入 － 114,583

その他 244 1,747

営業外収益合計 360 184,898

営業外費用   

支払利息 15,493 18,208

その他 1,509 1,802

営業外費用合計 17,002 20,011

経常利益 473,348 287,519

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,479 11,452

助成金収入 － 59,185

その他 － 152

特別利益合計 5,479 70,789

特別損失   

固定資産除却損 － 43

持分変動損失 － 80

特別損失合計 － 123

税金等調整前四半期純利益 478,827 358,185

法人税、住民税及び事業税 1,963 5,510

法人税等還付税額 △4,730 －

法人税等調整額 － 64,542

法人税等合計 △2,766 70,052

少数株主利益 － 1,098

四半期純利益 481,594 287,035



（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５月１日 

 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成21年７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利益 478,827 358,185

減価償却費 108,328 86,096

のれん償却額 100,554 160,736

負ののれん償却額 － △67,338

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,999 △15,812

受取利息及び受取配当金 △116 △1,079

支払利息 15,493 18,208

為替差損益（△は益） △1 2

助成金収入 － △173,768

売上債権の増減額（△は増加） 121,761 624,206

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,969 △49,362

その他の流動資産の増減額（△は増加） 119,296 23,129

仕入債務の増減額（△は減少） 172 △59,852

未払金の増減額（△は減少） 1,539,839 △228,642

未払費用の増減額（△は減少） △1,837,812 －

その他 19,721 △253,105

小計 667,034 421,604

利息及び配当金の受取額 162 1,036

利息の支払額 △16,090 △15,876

助成金の受取額 － 173,768

法人税等の還付額 6,776 －

法人税等の支払額 △5,644 △29,281

営業活動によるキャッシュ・フロー 652,238 551,251

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 △8,736 △41,192

無形固定資産の取得による支出 △2,364 △8,410

差入保証金の回収による収入 31,953 3,596

差入保証金の差入による支出 － △45,762

その他 △278 △2,103

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,573 △93,872

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） △90,000 230,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △171,000 △178,350

社債の償還による支出 △37,500 －

株式の発行による収入 78,000 1,049,848

配当金の支払額 － △113,696

その他 △108 △11,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,608 1,026,795

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452,176 1,484,173

現金及び現金同等物の期首残高 1,594,748 4,020,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,046,924 5,504,191



（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５月１日　至　平成20年７月31日）

当社及び連結子会社の事業は、インターネット関連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。　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

当社及び連結子会社は、インターネット関連事業を主な事業としておりますが、当セグメントの売上高及び

営業利益の金額が、それぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計の90％を超えておりますので、

事業の種類別セグメント情報を省略しております。

〔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５月１日　至　平成20年７月31日）

重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第１四半期連結会計期間において、平成19年12月28日発行の行使価格修正条項付新株予約権が行使されたこ

と等により、発行済株式が2,121株、資本金及び資本準備金がそれぞれ530,466千円増加しております。この結果、

当第１四半期連結会計期間末において資本金が2,384,891千円、資本準備金が1,013,108千円となっております。
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