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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 896 △3.6 39 ― 36 ― 20 ―
21年3月期第2四半期 930 9.1 △18 ― △20 ― △28 ―

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 1,608.56 1,595.65
21年3月期第2四半期 △2,023.33 ―

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 996 520 52.2 40,382.80
21年3月期 1,090 514 47.2 39,871.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  520百万円 21年3月期  514百万円

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 1,651 △12.2 97 634.7 92 785.3 52 △7.8 4,063.27
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。 

(2) 四半期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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 14,097株 21年3月期  14,094株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,215株 21年3月期  1,194株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 12,890株 21年3月期第2四半期 13,955株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な状態に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績
はこれらの数値と異なる場合があります。なお、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．業務予想に関する定性的情報をご参照
ください。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、輸出関連企業や製造業などの大企業を中心に改善に転じつつあ

りますが、為替市場の円高急転や、政権交代に伴う公共投資計画の補正など、依然として先行きが見え

ない状態が続いております。また、個人消費は各種経済対策の効果により耐久消費財で増加が見られま

したが、雇用・所得環境が厳しさを増す中で全般的には低迷しております。 

一方、世界経済全体でも、中国では景気刺激策の効果により内需を中心に成長率が高まっているもの

の、米国や欧州では景気低迷が続いております。 

当社を取り巻く事業環境におきましては、企業の設備投資抑制や住宅投資の大幅な減少が続いたこと

もあり、厳しい受注環境のまま推移いたしました。 

このような状況下で、HomeIT事業部門のマンション向けISP事業につきましては、新規受注の獲得が

非常に困難な状況となる中、既存顧客に対し、さらに充実したサービスの提供をすることにより他社と

の優位性を強調し、未開拓の既存物件の営業強化を図りました。 

一方、システム開発事業につきましては、第２四半期における受注は堅調に推移したものの、景気減

速による企業の設備投資抑制の影響から受注環境は悪化しており、他事業者との価格競争なども相俟っ

て、厳しい状況が続いております。 

その結果、当第２四半期における売上高は前年同四半期に比べ8.1％増の509百万円、経常利益27百万

円（前年同四半期 経常損失20百万円）、四半期純利益15百万円（前年同四半期 純損失22百万円）と

なりました。 

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

マンション向けISP事業につきましては、インターネットアクセスシステム工事において、大手デ

ベロッパーにおけるマンション新築物件の減少により、設備導入が減少いたしました。インターネッ

トサービスにおいては、回線品質向上や新規商品の提案等、利用者へのサービスの充実を図ってまい

りました、当期末におけるサービス戸数は28,014戸となっております。 

また、ネットワーク事業につきましては、前期に事業譲受をいたしましたサーバー等のレンタルを

行うホスティングサービスやネットワーク機器やサーバーの運用・監視を行うマネージド・サービ

ス・プロバイダー（MSP）サービスにおいて、システム開発部門と連携して顧客基盤の拡充を図った

結果、概ね堅調に推移いたしております。 

こうした事業活動の結果、売上高210百万円（前年同四半期11.2％減）となりました。 

システム開発事業につきましては、材料費等の原価が増加いたしましたが、従来からの強みである

医療分野のシステム受託開発に加え、テレマティクス分野（通信と情報処理を組み合わせた技術）の

システム開発受託に人材リソースを集中させ、段階的な受注活動に繋がっております。 

こうした事業活動の結果、売上高292百万円（前年同四半期27.3％増）となりました。 

その他の事業につきましては、人材派遣等を行った結果、売上高６百万円（前年同四半期39.3％

増）となりました。 

  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

(1) HomeIT事業

(2) システム開発事業

(3) その他の事業
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当第２四半期における資産合計につきましては、前事業年度末に比べ94百万円減少となり、996百

万円となりました。 

負債合計は、買掛金の減少により、前事業年度末に比べ100百万円減少となり475百万円となりまし

た。 

純資産合計につきましては、四半期純利益20百万円を計上したこと等により520百万円となりまし

た。 

この結果、自己資本比率52.2％となっております。 

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ86百万円減少し、418百万円

となりました。当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、

次のとおりであります。 

当第２四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は39百万円となりました。これは主

に、税引前四半期純利益が37百万円、減価償却費10百万円、売上債権の増加が19百万円、仕入債務

の減少が68百万円、棚卸資産の減少が19百万円になったことによるものです。 

当第２四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、5百万円となりました。これは

主に、マンションISP事業におけるネットワーク機器等の有形固定資産の取得による支出6百万円に

よるものであります。 

当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、41百万円となりました。これは

主に、長期借入金の返済が26百万円、自己株式の取得が2百万円、配当金の支払が12百万円による

ものであります。 

  
  

当第２四半期累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年

５月13日に公表した平成22年３月期の業績予想を平成21年11月11日に修正しております。 

詳細につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成21年11月11日開示）をご参照下さ

い。 

  
  

2. 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

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 業績予想に関する定性的情報
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１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（四半期貸借対照表関係） 

当第２四半期会計期間において、流動資産の「その他」に含めていた「貯蔵品」は、四半期財務諸表

規則による流動資産の区分表示の改正（平成20年８月７日付内閣府令第50号）を機に、当第１四半期会

計期間より「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお。前事業年度末の「その他」に含まれ

る「貯蔵品」は、110千円であります。 

  
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 418,694 505,273

受取手形及び売掛金 340,412 321,038

商品及び製品 － 2,028

仕掛品 7,367 10,295

原材料及び貯蔵品 9,988 24,171

繰延税金資産 4,554 5,970

立替金 3,445 7,145

預け金 7,814 －

その他 9,876 10,753

貸倒引当金 △8,901 △8,779

流動資産合計 793,251 877,897

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,060 21,060

減価償却累計額 △4,712 △4,327

建物（純額） 16,348 16,733

車両運搬具 2,703 2,703

減価償却累計額 △2,562 △2,556

車両運搬具（純額） 140 146

工具、器具及び備品 127,083 118,047

減価償却累計額 △82,353 △75,285

工具、器具及び備品（純額） 44,730 42,762

土地 26,443 26,443

有形固定資産合計 87,663 86,085

無形固定資産   

のれん 77,847 87,093

ソフトウエア 12,050 14,588

その他 485 485

無形固定資産合計 90,383 102,166

投資その他の資産   

投資有価証券 10,760 10,674

差入保証金 8,117 8,127

繰延税金資産 974 1,144

その他 10,999 11,048

貸倒引当金 △5,990 △6,672

投資その他の資産合計 24,861 24,321

固定資産合計 202,908 212,574

資産合計 996,159 1,090,471
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 97,607 166,291

1年内償還予定の社債 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 53,400 53,400

未払金 8,986 8,417

未払法人税等 16,723 20,861

前受金 21,672 15,916

預り金 8,609 15,864

その他 19,048 18,780

流動負債合計 426,048 299,531

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 49,900 76,600

固定負債合計 49,900 276,600

負債合計 475,948 576,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 191,935 191,860

資本剰余金 112,130 112,055

利益剰余金 320,653 312,818

自己株式 △104,863 △102,704

株主資本合計 519,855 514,028

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 355 310

評価・換算差額等合計 355 310

純資産合計 520,211 514,339

負債純資産合計 996,159 1,090,471
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 930,056 896,270

売上原価 748,106 697,870

売上総利益 181,950 198,400

販売費及び一般管理費 ※  199,983 ※  159,320

営業利益又は営業損失（△） △18,033 39,079

営業外収益   

受取利息 553 240

受取家賃 780 780

その他 1,050 216

営業外収益合計 2,384 1,237

営業外費用   

支払利息 2,518 2,904

支払手数料 2,407 417

その他 － 34

営業外費用合計 4,925 3,356

経常利益又は経常損失（△） △20,575 36,960

特別利益   

貸倒引当金戻入額 530 682

特別利益合計 530 682

特別損失   

投資有価証券売却損 752 －

投資有価証券評価損 7,344 －

特別損失合計 8,096 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △28,141 37,642

法人税、住民税及び事業税 502 15,352

法人税等調整額 △509 1,554

法人税等合計 △7 16,907

四半期純利益又は四半期純損失（△） △28,134 20,735

株式会社ギガプライズ(3830)平成22年３月期第２四半期決算短信（非連結）

8



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 471,274 509,346

売上原価 392,689 406,271

売上総利益 78,584 103,075

販売費及び一般管理費 ※  98,601 ※  74,255

営業利益又は営業損失（△） △20,016 28,820

営業外収益   

受取利息 497 161

受取家賃 390 390

その他 807 103

営業外収益合計 1,695 654

営業外費用   

支払利息 1,228 1,398

支払手数料 659 201

その他 － 1

営業外費用合計 1,888 1,601

経常利益又は経常損失（△） △20,208 27,874

特別利益   

貸倒引当金戻入額 209 682

特別利益合計 209 682

特別損失   

投資有価証券売却損 752 －

特別損失合計 752 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △20,751 28,556

法人税、住民税及び事業税 293 13,004

法人税等調整額 1,031 △358

法人税等合計 1,324 12,646

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,075 15,910
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△28,141 37,642

減価償却費 14,076 10,470

のれん償却額 20,071 9,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） △485 △560

受取利息及び受取配当金 △553 △228

支払利息及び社債利息 2,518 2,904

投資有価証券評価損益（△は益） 7,344 －

投資有価証券売却損益（△は益） 752 －

売上債権の増減額（△は増加） 52,802 △19,373

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,626 19,139

仕入債務の増減額（△は減少） △19,336 △68,684

その他 23,040 △8,202

小計 68,461 △17,646

利息及び配当金の受取額 474 143

利息の支払額 △2,570 △2,874

法人税等の支払額 △14,762 △19,548

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,602 △39,926

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 2,258 －

有形固定資産の取得による支出 △3,745 △6,627

無形固定資産の取得による支出 △780 △475

貸付けによる支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 10,000 －

事業譲渡による収入 170,000 －

営業譲受による支出 △40,000 －

預り保証金の受入による収入 － 2,957

その他 △962 △925

投資活動によるキャッシュ・フロー 126,770 △5,070

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △10,000 △26,700

株式の発行による収入 － 150

自己株式の取得による支出 △21,028 △2,158

配当金の支払額 △13,192 △12,871

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,220 △41,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,152 △86,578

現金及び現金同等物の期首残高 431,656 505,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  565,808 ※  418,694
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当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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該当事項はありません。 
  
  
  

  

6. その他の情報
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