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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,104 4.2 109 99.6 110 96.2 45 117.2
21年3月期第2四半期 1,060 ― 54 ― 56 ― 20 ―

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2四半期 678.01 634.86
21年3月期第2四半期 310.22 288.04

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2四半期 1,884 1,520 80.7 22,839.10
21年3月期 1,955 1,538 78.7 22,854.56

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,520百万円 21年3月期  1,538百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 750.00 750.00

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
2,400 

～2,500
10.4 

～15.0
250

～350
41.3

～97.8
250

～350
40.3

～96.5
120 

～170
37.0

～94.0
1,790.61

～2,536.70
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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） 

（注）詳細は、８ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(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 

平成21年５月12日に発表した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、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断 
した見通しであり、多分に不確定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。なお、上記予
想に関する事項は、６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 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） 22年3月期第2四半期 68,097株 21年3月期  68,055株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,533株 21年3月期  743株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 67,016株 21年3月期第2四半期 67,435株
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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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国の経済は、昨年来からの世界

的な金融市場の混乱に端を発した景気の悪化に底打ちの兆しがみられるものの、企業業績の低下や雇用情勢・所得環

境の悪化などが続き、依然として先行き不透明な状況で推移してまいりました。

当社グループに関係する不動産業界におきましても、新築市場は引き続き厳しい状況が続いており、住宅ローン減

税の拡大や販売価格の値引効果等によりマンション市場を中心に在庫調整が進んできているものの、需要の低迷基調

はまだ続くものと見られております。一方、居住用賃貸仲介・売買仲介市場におきましては、一部に事業規模の見直

しによる店舗閉鎖等も散見されるものの、全般的には景気の影響を新築市場ほどは受けていないと見られております。

　当社グループを取り巻くインターネット・ITサービス市場におきましては、システムの導入・維持・運用のコスト

削減効果が期待できる「SaaS（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）」や「クラウド」といった、ソフトウェア及び

システムを所有せずに、インターネットを経由して自分が使用したいサービスを利用することができるＩＴ活用手法

が注目され、着実に普及しつつあります。各企業においては、多額の初期投資に対する抑制ニーズは強いものの、業

務の効率化やコスト削減等、経営強化に直結するIT投資意欲は継続的にあると見られており、また、官公庁において、

「クラウド」によるIT投資の具体的事例も出始めており、「SaaS（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）」や「クラ

ウド」のユーザーへの浸透は今後ますます広がりを見せていくと予想されています。

このような情勢のなかで、当社グループは、不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型物件情報管理デー

タベース・システムを中心とする業務支援システムの本格的な拡販を展開し、不動産会社向けの全国各地におけるマー

ケティング活動に注力し、ＡＳＰソリューション事業を推進してまいりました。

不動産業界全体としては、景気悪化の影響は見られるものの、初期投資を抑制しながらも業務効率改善及びコスト

削減に繋がる当社システムの導入には前向きな反応も多く見られ、当社の顧客層も着実に拡大するとともに、当社サー

ビスのラインアップ拡充に合わせて、当社のサービスを複数組み合わせてご利用いただくことで個別ユーザーへの浸

透を図ってまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,104,223千円（前年同期比4.2％増）、営業利益は109,367

千円（前年同期比99.6％増）、経常利益は110,073千円（前年同期比96.2％増）、四半期純利益は45,437千円（前年同

期比117.2％増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、各業績数値は、セグメント間の内部売上高調

整前の金額で記載しております。

（ＡＳＰソリューション事業）

　当第２四半期連結累計期間における営業体制については、平成21年4月に入社した新卒十余名を増員し、早期戦力化

に向けた教育・研修を実施してまいりました。また、各営業拠点（東京本社、大阪支店、福岡支店及び名古屋支店）

においては、国内全域の顧客をより効率的にカバーする営業体制の一層の強化を推進してまいりました。

販売促進活動としては、不動産会社向けに当社のＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスを利用した「成功事例」や

今後の不動産業界におけるベスト・プラクティス等、不動産業を営む方々が興味を持つテーマを取り上げた内容を説

明するセミナーを全国各地で開催し、当社のＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスをより多くの不動産会社に紹介す

ると共に、既存顧客へのフォローアップ営業活動にも注力することで、売上高及び顧客数増加に繋がる営業活動を着

実に推進してまいりました。

ＡＳＰソリューション事業におけるＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスの開発については、平成21年９月に「ES

顧客管理売買：不動産会社向け営業支援システム（売買版）」をリリースし、平成21年10月に「ES-Website：不動産

会社向け統合自社ホームページツール」をリリースしており、新商品・サービスの投入を加速してまいりました。

また、社内体制につきましては、前期より引き続き、内部統制に関する構築・強化の推進及び業務効率化に向けた

組織体制の見直しや社員のコストに対する意識強化をより一層図ると共に、当社商品・サービスのサービスレベル

（サービス・品質）向上へ向けた取り組みとして「ISO/IEC20000-1：2005」の認証取得（2009年10月取得済み）につ

いて推進してまいりました。
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①売上高

ＡＳＰサービスにおいては、全国規模で営業活動を展開している当社の主力サービス「不動産物件情報管理データ

ベース・システム」の基本ライセンス及び付随する各種オプショナルサービスの拡販を促進してまいりました。これ

により、ＡＳＰサービスの総顧客数は当第２四半期連結累計期間末時点で申込ベース1,677社（2,624店舗）となり、

売上高は622,765千円（前年同期比20.4％増）となりました。

ＡＳＰサービス顧客平均月額単価（※）については、当第２四半期連結会計期間において、７月実績約66,200円／

社、８月実績約66,000円／社、９月実績約65,300円／社となっております。

 （※）物販等のサービスを除く、「当月のＡＳＰサービス売上高」を「当月のＡＳＰサービス提供ベース社数」で除した数値で、

100円未満を切捨てにしております。

アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、ヤフー株式会社が運営する不動産情報サイトである「Yahoo！不動産」

に新築マンション及び新築一戸建て物件情報の掲載登録を行う入稿センター業務はほぼ前年同期並みに推移し、また、

「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務の手数料収入（取扱高総額ではなく、当社の手数料収入部

分のみを売上計上）も順調に推移してまいりました。システム受託開発においては、従来の方針のもとに、受託案件

を絞り込んでいる影響もあり、既存顧客向け追加システムの開発案件の積み上げはあったものの、トータルでは受

注・納品は減少し、その結果、売上高は456,707千円（前年同期比9.2％減）となりました。

ネットワーク・ソリューションにおいては、既存の受託運用サービス契約の一部解約があり、売上高は18,776千円

（前年同期比53.1％減）となりました。

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高を、ストック要素売上高及びフロー要素売上高に区分すると、ストック

要素売上高は1,025,375千円（前年同期比8.3％増）、フロー要素売上高72,874千円（前年同期比35.8％減）となって

おり、ストック要素売上高が占める割合は93.4％（前年同期89.3％）となり、一過性の売上に頼らない、安定的な月

次料金収入を中心とする売上構造の確立が進んでまいりました。

②売上原価

主に前連結会計年度に導入したサーバ設備・システム基盤、自社開発（ＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービス）し

たシステム・ソフトウェアの減価償却費やシステム管理に係る費用等が計上された結果、529,795千円（前年同期比

3.2％減）となりました。

③販売費及び一般管理費

主に平成21年４月入社の新卒営業増員に伴う人件費に係る費用等が計上された結果、460,527千円（前年同期比

3.0％増）となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるＡＳＰソリューション事業の売上高は1,098,249千円（前年同期

比3.6％増）、営業利益は107,926千円（前年同期比64.3％増）となりました。

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高の概況は以下のとおりであります。

品　　　 目

前第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日）

 
対前年同期

 

売上高（千円） 構成割合（％） 売上高（千円） 構成割合（％） 差額（千円） 増減率（％）

ＡＳＰサービス

（ＡＳＰ運用業務）
517,413 48.8 622,765 56.7 105,351 20.4

アドヴァンストＡＳＰサービス

（ＡＳＰ開発業務）
502,910 47.4 456,707 41.6 △46,202 △9.2

ネットワーク・ソリューション 40,033 3.8 18,776 1.7 △21,257 △53.1

合　　　 計 1,060,357 100.0 1,098,249 100.0 37,891 3.6
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ＡＳＰソリューション事業の要素別売上高の概況は以下のとおりであります。

要素 品目

前第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日）

 

対前年同期

 

売上高

（千円）

構成割合

（％）

構成割合

（％）

構成割合

（％）

差額

（千円）

増減率

（％）

 ストック要素

（※１）
 ＡＳＰサービス 517,413 48.8 622,765 56.7 105,351 20.4

  ネットワーク・ソリューション 40,033 3.8 18,776 1.7 △21,257 △53.1

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
337,040 31.8 333,866 30.4 △3,174 △0.9

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
52,309 4.9 49,967 4.6 △2,342 △4.5

 小計 946,796 89.3 1,025,375 93.4 78,578 8.3

 フロー要素

（※２）

 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
113,560 10.7 72,874 6.6 △40,686 △35.8

  合計 1,060,357 100.0 1,098,249 100.0 37,891 3.6

※１ ストック要素

継続的な契約にもとづき、毎月一定の売上が計上されます。契約数・契約単価が増加すると毎月の売上が増

加し、契約を積上げていくことで安定した収益を上げることが可能です。

 ※２ フロー要素

都度の契約にもとづき、１契約（１納品）につき１回売上が計上されます。受注件数・受注金額が増加する

と売上が増加しますが、継続的ではなく、一時的な売上となるので事業年度毎に変動する余地が大きい性質

を持つ売上であります。

平成21年４月～９月におけるＡＳＰサービスの総顧客数の推移は以下のとおりであります。  

 
平成21年

 4月  5月  6月  7月  8月  9月 

社数
サービス提供ベース（社） 1,588 1,598 1,593 1,585 1,612 1,633

申込ベース（社） 1,640 1,657 1,670 1,651 1,663 1,677

店舗数
サービス提供ベース（店舗） 2,485 2,491 2,472 2,483 2,520 2,541

申込ベース（店舗） 2,565 2,574 2,582 2,579 2,607 2,624

 ※物販等のサービスを除く

平成21年４月～９月におけるＡＳＰサービスの顧客平均月額単価の推移は以下のとおりであります。  

 
平成21年

4月  5月  6月  7月  8月  9月 

１社あたり顧客平均月額単価（円） 62,600 64,100 64,200 66,200 66,000 65,300

１店舗あたり顧客平均月額単価（円） 40,000 41,100 41,400 42,300 42,200 41,900

 ※物販等のサービスを除く、「当月のＡＳＰサービス売上高」を「当月のＡＳＰサービス提供ベース社数（店舗数）」で

除した数値で、100円未満を切捨てにしております。

（不動産事業）

当社の100％子会社である株式会社いい生活不動産については、前期より引き続き、積極的に収益獲得を図る事業と

いう位置付けとせず、不動産事業に関する実際の業務の理解を一層深め、当社の商品・サービスの開発に活かすこと

と、ショールームとしての役割に注力することを主な目的として事業を推進してまいりましたが、その役割を一定の

成果をもって果たしたことから、平成21年７月以降、主に当社従業員とその家族向けの福利厚生サービス（住宅紹介

支援サービス等）を中心とした事業に移行しております。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は8,073千円（前年同期　売上高なし）、営業利益は1,110

千円（前年同期　営業損失10,902千円）となっております。
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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

（資産）

　　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は1,884,994千円となり、前連結会計年度末から70,829千円の減少

となりました。

流動資産の残高は902,030千円となり、前連結会計年度末から175,581千円の減少となりました。これは主に、現

金及び預金が118,232千円、受取手形及び売掛金が27,343千円減少したこと等によるものであります。

　また、当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は982,963千円となり、前連結会計年度末から104,752

千円の増加となりました。これは主に、ＡＳＰソリューション事業におけるＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービス

の開発を促進したこと及び当社の基幹業務システムの刷新に伴うソフトウェアの購入等によりソフトウェア仮勘定

が121,017千円増加した一方、前連結会計年度に開発したＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスの減価償却費を計上

したことによりソフトウェアが15,243千円減少したこと等によるものであります。

（負債）

　　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は364,732千円となり、前連結会計年度末から52,705千円の減少と

なりました。

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は285,372千円となり、前連結会計年度末から51,624千円の

減少となりました。これは主に、未払金が10,590千円増加した一方、未払法人税等が42,267千円減少したこと等に

よるものであります。

　また、当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は79,360千円となり、前連結会計年度末の残高80,441

千円とほぼ同水準となりました。固定負債は全額「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務に係る

預り保証金であります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は1,520,261千円となり、前連結会計年度末から18,124千円の減

少となりました。これは主に、自己株式取得による自己株式が30,806千円増加したこと等によるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、620,389千円（前年同期

688,374千円）となり、前連結会計年度末から118,232千円の減少（前年同期112,662千円の増加）となりました。各

キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。

（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、当第２四半期連結累計期間において140,403千円の増加（前年同期273,091千円の増加）

となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益94,016千円、減価償却費116,168千円、売上債権の減少額

23,238千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額90,022千円、未払消費税等の減少額24,500千円等であります。

（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、当第２四半期連結累計期間において214,509千円の減少（前年同期161,554千円の減少）

となりました。主な支出は、有形・無形固定資産の取得による支出219,242千円等であります。

（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、当第２四半期連結累計期間において44,126千円の減少（前年同期1,125千円の増加）とな

りました。支出は配当金の支払額32,949千円及び自己株式の取得による支出12,076千円であり、収入は新株予約権

の行使に伴う株式の発行による収入900千円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績が概ね想定通り推移して

いるため、平成21年５月12日に公表しました数値から変更はありません。

当社グループの平成22年３月期の連結業績見通しは以下の通りであります。　　　　

売上高　　　2,400～2,500百万円（前期比　10.4～15.0％増）

営業利益　　　  250～350百万円（前期比　41.3～97.8％増）

経常利益　　　  250～350百万円（前期比　40.3～96.5％増）

当期純利益　　  120～170百万円（前期比　37.0～94.0％増）
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　平成22年３月期の業績見通しにつきましては、当社グループの主事業であるＡＳＰソリューション事業において、

新卒を含む比較的若い営業人員の稼働状況の変動がＡＳＰサービス売上高に与える影響が大きく、且つ受託開発案件

（アドヴァンストＡＳＰサービス）の受注状況の変動が業績へ与える影響も大きいことを勘案した結果、特定の数値

による予想ではなく、レンジ形式による開示としております。

上限・下限の想定については、現在見込んでいる受託開発案件が順調に受注できること、また、ＡＳＰサービスに

おける営業一人の獲得できる顧客数及び平均月額単価が計画どおりに達成することを上限の想定としており、一方、

現在の不動産市況等の動向を考慮し、計画どおりに営業活動が進捗しなかった場合や新サービスの開始時期等が計画

どおりに進捗しなかった場合を下限の想定としております。

　第３四半期以降につきましては、引き続き、ストック要素であるＡＳＰサービス既存商品・サービスの拡販及びＡ

ＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスの開発に注力し、事業拡大を図っていく方針であります。

ＡＳＰソリューション事業における営業体制については、平成21年４月に入社した新卒社員の更なるスキルアップ

を図り、戦力として稼働させることで営業力強化に繋げてまいります。また、各営業拠点（東京本社、大阪支店、福

岡支店及び名古屋支店）における効率的な営業活動を行うためのエリア戦略を推進することで、更に着実な売上高及

び顧客数の増加に繋がる体制を構築してまいります。

販売促進活動としては、引き続き、全国各地でのセミナー開催に注力すると共に、既存顧客へのフォローアップ活

動にも注力することで、更なる売上高及び顧客数増加の加速化につなげていく所存であります。今後更に当社ＡＳＰ・

SaaS形態の新商品・サービスを利用した「成功事例」が積み上がることによる不動産業界内での口コミ効果から顧客

獲得にもつながるという好循環になることも期待しております。

　ＡＳＰソリューション事業におけるＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスの開発体制については、不動産関連シス

テムのワンストップ・ソリューション提供体制を整備していくと共に、商品の機能拡充に重点を置き、当第２四半期

累計期間に引き続き、ＡＳＰ・SaaS形態の商品・サービスの機能向上・バージョンアップを進めていく予定でありま

す。これにより、売上高に占めるストック要素の割合を更に拡大していき、一時的な収益に依存しない継続的且つ安

定的な収益構造構築を推進していく所存であります。

第３四半期以降の当社グループ全体における売上原価及び販売管理費の合計である総コストについては、第１四半

期連結会計期間（507,891千円）及び当第２四半期連結会計期間（486,964千円）とほぼ同水準に推移していくものと

見ており、第３四半期以降においてもストック要素であるＡＳＰサービスの積み上げによる売上の着実な増加が、安

定的な費用ベースのもとで利益に結びついてくるという基調が継続するものと考えております。また、コスト管理の

強化については、引き続き推進していく方針であります。

なお、本予想数値については、ある一定期間に営業一人が獲得できる顧客数、単価及び活動可能な市場規模から総

合的に判断しており、獲得する顧客数及び単価が計画どおりに達成できない場合や新商品・サービスの開始時期等が

計画どおりに進捗しなかった場合は、当社グループの連結業績見通しに影響を与える可能性があります。　　 

参考：平成22年３月期におけるＡＳＰソリューション事業の売上高に係る通期の業績予想の内訳については、以下の

とおりであります。

要素 品目

 実績

 平成21年３月期

（百万円） 

 業績予想

 平成22年３月期

（百万円）

対前年

増減率

（％）

 ストック要素  ＡＳＰサービス 1,119 1,460～1,530 30.4～36.7

  ネットワーク・ソリューション 75 40 △47.2

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
678 670 △1.2

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
109 120 9.9

 小計 1,982 2,290～2,360 15.5～19.0

 フロー要素
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
189 110～140 △41.8～△26.0

  合計 2,171 2,400～2,500 10.5～15.1

（注）１．上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

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。

２．セグメント間の内部売上高調整前の金額で記載しております。
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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

・会計処理基準に関する事項の変更

ＡＳＰソリューション事業における売上高のうち、アドヴァンストＡＳＰサービス（受託開発）に係る収益の

計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した案件から、当

第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる案件については工事進行基準（案

件の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の案件については工事完成基準を適用しております。

これによる当第２四半期連結累計期間における売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響はございません。　　　　　　　　　　　

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 620,389 738,622

受取手形及び売掛金 217,465 244,809

商品 463 407

仕掛品 3,160 1,524

前払費用 35,431 35,672

繰延税金資産 25,442 28,372

その他 2,300 31,334

貸倒引当金 △2,623 △3,131

流動資産合計 902,030 1,077,611

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 44,198 45,085

減価償却累計額 △17,935 △15,966

建物附属設備（純額） 26,263 29,119

工具、器具及び備品 362,153 333,442

減価償却累計額 △259,362 △235,718

工具、器具及び備品（純額） 102,790 97,724

有形固定資産合計 129,054 126,843

無形固定資産   

商標権 1,401 1,505

ソフトウエア 529,901 545,145

ソフトウエア仮勘定 131,298 10,280

無形固定資産合計 662,600 556,931

投資その他の資産   

出資金 30 30

ゴルフ会員権 30,163 30,163

敷金及び保証金 156,396 162,330

破産更生債権等 12,783 －

長期前払費用 2,117 1,913

繰延税金資産 2,600 －

貸倒引当金 △12,783 －

投資その他の資産合計 191,308 194,437

固定資産合計 982,963 878,211

資産合計 1,884,994 1,955,823
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

未払金 138,254 127,664

未払法人税等 52,745 95,012

前受金 35,020 39,126

預り金 8,880 7,064

賞与引当金 41,070 39,143

その他 9,400 28,985

流動負債合計 285,372 336,996

固定負債   

長期預り保証金 79,360 80,441

固定負債合計 79,360 80,441

負債合計 364,732 417,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 614,660 614,210

資本剰余金 704,428 703,978

利益剰余金 265,130 253,348

自己株式 △63,957 △33,151

株主資本合計 1,520,261 1,538,386

純資産合計 1,520,261 1,538,386

負債純資産合計 1,884,994 1,955,823
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,060,157 1,104,223

売上原価 547,486 529,795

売上総利益 512,671 574,428

販売費及び一般管理費 457,877 465,060

営業利益 54,793 109,367

営業外収益   

受取利息 571 199

貸倒引当金戻入額 717 507

雑収入 6 76

営業外収益合計 1,294 782

営業外費用   

支払手数料 － 77

営業外費用合計 － 77

経常利益 56,088 110,073

特別損失   

固定資産除却損 290 3,273

貸倒引当金繰入額 － 12,783

特別損失合計 290 16,056

税金等調整前四半期純利益 55,797 94,016

法人税、住民税及び事業税 38,220 48,248

法人税等調整額 △3,342 330

法人税等合計 34,878 48,578

四半期純利益 20,919 45,437
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 55,797 94,016

減価償却費 98,484 116,168

固定資産除却損 290 3,273

貸倒引当金の増減額（△は減少） △717 12,275

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,731 1,926

受取利息及び受取配当金 △571 △199

売上債権の増減額（△は増加） 51,514 23,238

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △12,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,067 △1,803

未払金の増減額（△は減少） 61,831 3,892

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,454 △24,500

預り保証金の増減額（△は減少） 15,660 △1,080

その他 33,835 15,798

小計 280,335 230,223

利息及び配当金の受取額 571 201

法人税等の支払額 △7,816 △90,022

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,091 140,403

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 △40,976 △29,984

無形固定資産の取得による支出 △109,240 △189,258

敷金及び保証金の回収による収入 － 5,025

敷金及び保証金の差入による支出 △11,307 △292

その他 △30 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,554 △214,509

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 1,320 900

自己株式の取得による支出 △194 △12,076

配当金の支払額 － △32,949

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,125 △44,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,662 △118,232

現金及び現金同等物の期首残高 575,711 738,622

現金及び現金同等物の四半期末残高 688,374 620,389

㈱いい生活（3796）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

12



（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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
ASPソリュー
ション事業

不動産事業 計 消去又は全社 連結

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,060,157 － 1,060,157 － 1,060,157

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
200 － 200 (200) －

 計 1,060,357 － 1,060,357 (200) 1,060,157

 営業利益又は営業損失（△） 65,696 △10,902 54,793 － 54,793

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

 
ASPソリュー
ション事業

不動産事業 計 消去又は全社 連結

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,097,949 6,273 1,104,223 － 1,104,223

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
300 1,800 2,100 (2,100) －

 計 1,098,249 8,073 1,106,323 (2,100) 1,104,223

 営業利益 107,926 1,110 109,037 330 109,367

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　２．各事業区分の主要な事業内容

　①ＡＳＰソリューション事業

不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型サービスの提供等

　（主なサービス）ＡＳＰサービス、アドヴァンストＡＳＰサービス、ネットワーク・ソリューション

　②不動産事業

不動産の売買・賃貸・管理・仲介および鑑定ならびにコンサルティング業務等

　３．会計処理の方法の変更

　当第２四半期連結累計期間

（工事契約に関する会計基準）

　「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」に記載のとおり、ＡＳＰソリューショ

ン事業における売上高のうち、アドヴァンストＡＳＰサービス（受託開発）に係る収益の計上基準については、

従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27

日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した案件から、当第２四半期連結

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる案件については工事進行基準（案件の進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他の案件については工事完成基準を適用しております。　

　これによる当第２四半期連結累計期間における売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響はございません。
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〔所在地別セグメント情報〕

　前第２四半期連結累計期間（自平成20年4月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　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２四半期連結累計期間（自平成20年4月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年９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。
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