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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 38,945 △7.8 1,360 ― 1,164 ― 1,050 △77.5
21年3月期第2四半期 42,257 ― △184 ― △432 ― 4,679 ―

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 93.03 90.36
21年3月期第2四半期 414.27 ―

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 36,813 3,333 9.0 292.25
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2四半期  3,301百万円 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
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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期 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2四半期 11,296,567株 21年3月期第2四半期 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２四半期（６ヶ月）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、依然として先行きの不透

明感はぬぐいきれない状況にあり、財政出動による政府主導の景気対策により個人消費の下げ止まりの兆候が見え

始めてはいるものの、雇用不安は依然深刻な状況が続いており、政権交代による効果に期待しつつも、未だ厳しい

状況で推移いたしました。 

 このような経済状況の中、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ける営業強化の

諸施策実施による顧客基盤の拡大を図るとともに、更なる収益性の向上に努めるため、採算性の見直し、組織のス

リム化などによる大幅なコスト削減に努めてまいりました。 

 また、連結子会社でありました株式会社ダイナシティに対する貸付金等を破産更生債権等として保有しておりま

すが、当第２四半期連結会計期間において、当該債権の一部を譲渡したことにより、財務体質の改善を図りまし

た。 

 上記の結果、当連結会計年度の第２四半期の連結業績につきましては、売上高は38,945,639千円（前年同期比

7.8％減少）となったものの、営業利益は1,360,616千円（前年同期は184,700千円の損失）、経常利益は1,164,905

千円（前年同期は432,356千円の損失）となり、大幅な増益となりました。 

 また、第２四半期純利益につきましては、1,050,966千円となりました。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77.5％の減少となりました。 

  

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２四半期末の資産の部合計は、36,813,342千円（前連結会計年度末は38,518,424千円）となり、1,705,081

千円の減少となりました。主な減少内容は、借入金の返済2,455,342千円による預金の減少があった一方で、破産

更生債権等の一部譲渡による資金回収2,890,887千円等があったことによるものであります。負債の部合計は、

33,479,952千円（前連結会計年度末は36,280,526千円）となり、2,800,574千円の減少となりました。主な減少内

容は、借入金の返済によるものであります。 

 当第２四半期末の純資産の部合計は、主に利益剰余金が1,050,966千円増加し、3,333,389千円（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２四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

206,211千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フロー3,106,331千円の増加、財務活動によるキャッシュ・フロ

ー2,651,064千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249,054千円増加し、3,194,466千円

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、206,211千円となりました。  

 主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益1,104,299千円、仕入債務の増加414,201千円があった一方

で、売上債権の増加1,172,931千円、たな卸資産の増加427,899千円、債務保証履行による支払額585,527千円等が

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、3,106,331千円となりました。 

  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2,890,887千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、2,651,064千円となりました。 

   主な要因としましては、長期借入金の返済による支出2,455,342千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 3,194,466 2,945,411

受取手形及び売掛金 13,845,682 12,577,734

原材料及び貯蔵品 307,297 798

未成工事支出金 137,074 15,673

繰延税金資産 848,656 848,714

その他 839,210 1,223,853

貸倒引当金 △47,228 △33,855

流動資産合計 19,125,159 17,578,330

固定資産   

有形固定資産 410,745 426,400

無形固定資産   

のれん 1,235,229 1,279,663

その他 374,128 377,527

無形固定資産合計 1,609,357 1,657,190

投資その他の資産   

投資有価証券 395,869 578,172

投資不動産 9,065,719 9,065,719

敷金及び保証金 472,168 534,771

破産更生債権等 3,735,507 20,139,041

繰延税金資産 2,716,600 2,716,032

その他 45,293 89,741

貸倒引当金 △763,078 △14,266,977

投資その他の資産合計 15,668,080 18,856,502

固定資産合計 17,688,183 20,940,093

資産合計 36,813,342 38,518,424

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,880,264 9,466,063

短期借入金 10,380,000 11,867,600

未払法人税等 86,691 109,222

賞与引当金 170,858 98,865

債務保証損失引当金 408,000 －

その他 822,989 888,173

流動負債合計 21,748,805 22,429,925



（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) 

固定負債   

社債 400,000 580,000

長期借入金 10,365,000 11,332,742

退職給付引当金 85,653 73,317

債務保証損失引当金 774,527 1,768,055

その他 105,966 96,483

固定負債合計 11,731,147 13,850,601

負債合計 33,479,952 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 19,123,006 19,123,006

利益剰余金 △28,469,243 △29,520,210

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 3,301,354 2,250,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 △13,349

評価・換算差額等合計 42 △13,349

新株予約権 31,992 857

純資産合計 3,333,389 2,237,897

負債純資産合計 36,813,342 38,518,424



（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 42,257,286 38,945,639

売上原価 38,941,413 35,472,506

売上総利益 3,315,872 3,473,133

販売費及び一般管理費 3,500,573 2,112,517

営業利益又は営業損失（△） △184,700 1,360,616

営業外収益   

受取利息 242,795 2,017

受取配当金 3,200 5

仕入割引 － 50,559

負ののれん償却額 12,202 －

賃貸収入 80,550 －

金利スワップ評価益 － 12,657

その他 237,199 19,596

営業外収益合計 575,948 84,835

営業外費用   

支払利息 636,296 249,249

支払手数料 152,483 －

その他 34,825 31,296

営業外費用合計 823,604 280,545

経常利益又は経常損失（△） △432,356 1,164,905

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 6,996 1,890

投資不動産売却損 5,486 －

減損損失 11,579 2,573

事業再構築損 7,787,241 －

貸倒引当金繰入額 10,079,406 －

債務保証損失引当金繰入額 1,427,450 －

投資有価証券売却損 2,046 －

投資有価証券償還損 － 17,323

投資有価証券評価損 274,966 33,818

関係会社株式評価損 3,036,853 －

債権譲渡損 － 5,000

特別損失合計 22,632,027 60,606

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,964,663 1,104,299

法人税、住民税及び事業税 288,707 53,973

法人税等調整額 △2,476,425 △640

法人税等合計 △2,187,718 53,333

少数株主損失（△） △4,456,780 －

四半期純利益 4,679,835 1,050,966



（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 △1,964,663 1,104,299

減価償却費 72,571 54,791

減損損失 11,579 2,573

のれん償却額 32,230 44,433

事業再構築損 5,888,855 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,219,836 9,302

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,014 71,993

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,427,450 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,694 12,336

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 △245,995 △2,022

支払利息 636,296 249,249

金利スワップ評価損益（△は益） － △12,657

固定資産除却損 6,996 1,890

投資有価証券償還損益（△は益） － 17,323

投資有価証券評価損益（△は益） 274,966 33,818

関係会社株式売却損益（△は益） △20,992,943 －

関係会社株式評価損 3,036,853 －

債権譲渡損 － 5,000

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 62,515 －

売上債権の増減額（△は増加） △171,975 △1,172,931

たな卸資産の増減額（△は増加） 961,279 △427,899

仕入債務の増減額（△は減少） △4,517,741 414,201

未払費用の増減額（△は減少） △163,248 △18,288

その他 △128,488 75,299

小計 △3,757,560 462,712

利息及び配当金の受取額 238,369 1,024

利息の支払額 △604,067 △284,412

事業再構築損の支払 △27,573 －

債務保証履行による支払額 － △585,527

法人税等の支払額 △1,466,455 △57,522

法人税等の還付額 － 257,514

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,617,287 △206,211



（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) 

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 △55,295 △40,614

有形及び無形固定資産の売却による収入 121 8,200

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

投資有価証券の売却による収入 4,371 －

投資有価証券の償還による収入 － 191,236

貸付金の回収による収入 1,702,044 3,640

貸付けによる支出 △4,163,050 △1,050

破産更生債権等の回収による収入 － 2,890,887

敷金及び保証金の返還による収入 90,981 63,015

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 －

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 －

その他 1,692 41,016

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,760,371 3,106,331

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） △12,178,499 －

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 △8,171,556 △2,455,342

社債の償還による支出 △180,000 △180,000

リース債務の返済による支出 △6,475 △12,857

預金の担保提供による支出 △47,996 －

配当金の支払額 △1,111,582 △2,865

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,676,109 △2,651,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,533,025 249,054

現金及び現金同等物の期首残高 12,139,774 2,945,411

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四半期末残高 5,601,485 3,194,466



（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） 

（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．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。 

 ４．株式会社ダイナシティ（「不動産関連事業」）は、民事再生手続開始の申立てに伴い、当第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、前連結会計年度末の「不動産

関連事業」の資産74,787,577千円に含まれる同社の金額は、65,593,105千円であります。 

  

  

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 
36,606,949 1,068,918 4,300,380 281,037 42,257,286 － 42,257,286 

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
13,382 － － 3,510 16,892  (16,892) － 

計 36,620,332 1,068,918 4,300,380 284,547 42,274,178  (16,892) 42,257,286 

営業利益又は営業損失（△） 714,833 210,479 △931,906 △178,106 △184,700 － △184,700 



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） 

（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〕 

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） 

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〕 

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。 

  

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 
37,672,579 1,047,126 225,933 38,945,639 － 38,945,639 

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
5,566 － － 5,566 (5,566) － 

計 37,678,146 1,047,126 225,933 38,951,206 (5,566) 38,945,639 

営業利益又は営業損失（△） 1,155,139 274,837 △69,361 1,360,616 － 1,360,616 
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