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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 79,939 △0.5 3,019 195.2 2,700 806.2 2,643 286.1
21年3月期 80,369 △48.4 1,023 △65.5 298 △64.0 684 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 233.97 227.41 74.1 7.4 3.8
21年3月期 60.59 60.44 28.1 0.4 1.3
（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 34,095 4,956 14.4 433.18
21年3月期 38,518 2,237 5.8 198.03
（参考） 自己資本  22年3月期  4,893百万円 21年3月期  2,237百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 101 5,486 △6,065 2,466
21年3月期 △4,695 23,319 △24,813 2,945

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 
（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

40,000 2.7 1,600 17.6 1,500 28.8 1,500 42.7 132.78

通期 80,000 0.1 3,100 2.7 2,900 7.4 2,900 9.7 256.72



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」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 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 383,586株 21年3月期 383,586株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 61,491 8.1 2,925 44.0 2,640 42.6 2,684 ―
21年3月期 56,864 7.8 2,031 △11.3 1,851 △20.2 △24,207 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 237.64 230.98
21年3月期 △2,142.86 ―

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 22,027 4,926 22.1 430.58
21年3月期 26,538 2,180 8.8 192.92
（参考） 自己資本 22年3月期  4,864百万円 21年3月期  2,179百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。 

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 
累計期間

40,000 34.9 1,600 21.1 1,500 32.3 1,500 41.9 132.78

通期 80,000 30.1 3,100 6.0 2,900 9.8 2,900 8.0 256.72



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①業績等の概要 

 当社グループは独立系の情報通信サービス事業者として、変化の激しい通信業界の競争に打ち勝つため、強固

な経営体質と経営基盤を構築すべく、中核事業である企業向け通信統合サービスの更なる業容の拡大を図ってま

いりました。 

 わが国の通信業界におきましては、通信料金の低廉化が一層進行し、事業者間における競争も更に激化する傾

向にあります。 

 移動通信市場においては、各事業者間において、多種多様な携帯電話端末に加え、新たにパソコン機能を備え

たスマートフォンの拡大、音楽・映像・電子書籍等のコンテンツサービスの充実などを通じ、顧客獲得に向けた

競争は一段と激化しております。 

 固定電話市場においては、移動通信との融合など、事業環境が急速に変化していく中で、基本料金の低廉化な

どにより、事業環境は一層厳しい状況にあり、顧客層は、移動通信中心となった個人顧客から固定通信を必要と

する法人顧客へと大きく転換しております。 

 また、国内景況としては、外需主導の輸出及び生産、個人消費などにおいて、政策効果も見え始め、やや回復

基調ではあるものの、雇用環境においては依然として深刻な状況にあり、今後の海外情勢や国内政策に大きく左

右されるものと思われます。 

  このような状況の中、当連結会計年度においては、通信料金統合サービスにおける営業強化の施策実施により

顧客基盤の拡大を図るとともに、採算性の見直しを徹底してまいりました。同時に、販管費等コスト削減を推し

進めることにより、収益性の向上に努めてまいりました。 

 また、不動産関連事業につきましては、連結子会社であった株式会社ダイナシティの非連結化により、減収要

因とはなるものの、前連結会計年度における損失の影響はありません。 

 以上の結果、通信料金統合サービスの大幅な増収はあるものの、不動産関連事業の減収が影響し、当連結会計

年度の売上高は79,939,913千円（前年同期比0.5％減）と若干の減収となりました。 

 一方、前連結会計年度の子会社株式売却による特別利益等の特殊要因がなく、また、通信料金の低廉化に伴う

ＡＲＰＵ（１契約あたりの月間平均収入）の減少などが顕著であったにもかかわらず、通信統合サービスにおけ

る新規顧客獲得及び採算性の見直し、組織のスリム化等による大幅なコスト削減などが大きく功を奏し、営業利

益は3,019,963千円（前年同期比195.2％増）、経常利益は2,700,791千円（前年同期比806.2％増）、当期純利益

は2,643,011千円（前年同期比286.1％増）と、利益面においては大幅な増益となりました。 

  

②事業別の状況 

 ａ．企業向け通信統合サービス事業 

 企業向け通信統合サービス事業につきましては、通信事業者間における競争により、通信料金の低価格化が

進行はしているものの、当社グループの主力サービスである「ゼネラルインボイス」の着実な営業活動やサー

ビス向上による新規顧客の獲得および回線数等の増加により、売上高は77,204,676千円（前連結会計年度は

73,145,925千円（前年同期比5.5％増））となりました。 

 ｂ．集合住宅向け通信統合サービス事業 

 集合住宅向け通信統合サービス事業につきましては、企業における寮、社宅施設の整理縮小、携帯電話の普

及等の影響により、「マイテレホン」は減少傾向となりましたが、インターネットの常時接続サービス「＠Ｇ

ｅｏｒｇｅ」における顧客数が増加したことにより、売上高は2,035,812千円（前連結会計年度は2,078,194千

円（前年同期比2.0％減））となりました。 

 c．その他の事業 

当連結会計年度のその他の事業につきましては、売上高は699,424千円（前連結会計年度は844,546千円（前

年同期比17.2％減））となりました。 

   （次期の見通し） 

  当連結会計年度におきましては、通信事業への経営資源の集約を進めてきたことにより、主力事業の「企業向

け通信統合サービス事業」の顧客数等が増加いたしました。また、採算性の見直しや経費削減などを積極的に進

めたことにより、平成22年２月22日、平成22年５月19日に当社連結業績予想について修正を行いました。 

 次期におきましては、当社グループの通信事業は堅調に推移し、更なるコスト管理を徹底することにより、営

業利益、経常利益及び当期純利益は、当連結会計年度を上回る見込みであります。 

  このようなことから、通期連結業績の見通しは、売上高80,000百万円、営業利益3,100百万円、経常利益2,900

百万円、当期純利益2,900百万円を見込んでおります。 

 また、通期個別業績につきましては、平成22年４月１日に株式会社インボイスＪｒ．を吸収合併したことによ

り、売上高80,000百万円、営業利益3,100百万円、経常利益2,900百万円、当期純利益2,900百万円を見込んでおり

ます。 



(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当連結会計年度末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ4,423,344千円減少し、34,095,079千円（前年同

期比11.5％減）となりました。 

 主な増減内容としましては、主力サービスである「ゼネラルインボイス」の売上増加に伴う売掛金の増加があっ

た一方で、株式会社ダイナシティへの貸付債権を回収したことによる破産更生債権等及び貸倒引当金の減少があっ

たことによるものであります。 

（負債の部） 

 当連結会計年度末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ7,141,867千円減少し、29,138,659千円（前年同

期比19.7％減）となりました。 

 主な増減内容としましては、長期借入金の返済や債務保証損失引当金の減少によるものであります。 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ2,718,522千円増加し、4,956,420千円

（前年同期比121.5％増）となりました。 

 主な増減内容は、利益剰余金の増加によるものであります。  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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101,005千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー5,486,127千円の増加、財務活動によるキャッシュ・

フロー6,065,964千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478,832千円減少し、2,466,579

千円となりました。 

 ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果増加した資金は、101,005千円となりました。 

主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が2,610,900千円となった一方で、売上債権の増加

1,793,909千円、債務保証履行による支払額789,527千円等があったことによるものであります。 

ｂ．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、5,486,127千円となりました。 

主な要因としましては、株式会社ダイナシティへの貸付債権である破産更生債権等の回収による収入

5,286,675千円等があったことによるものであります。 

ｃ．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、6,065,964千円となりました。 

主な要因は、長期借入金の返済による支出5,671,242千円、社債の償還による支出360,000千円等があったこと

によるものであります。 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 当社におきましては、当社グループ傘下の不動産事業に起因する多額の累積欠損の状況にあり、利益配分に関す

る基本方針につきましては特段の方針は定めず、財務体質の強化及び内部留保の充実に鋭意努めております。 

 このような中、全体の現在の状況及び今後の展望などを踏まえ、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾で

はございますが、無配を予定しております。 

 なお、次期（平成23年３月期）の配当につきましても、上記取り組みによる一定の成果を得られるまでの期間

は、財務体質の強化及び内部留保の充実を図るため、期末配当については無配とさせていただく予定でおります。 

（4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがありま

す。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであり

ます。 

 （企業向け通信統合サービス事業） 

 ＮＴＴに代表される通信事業者は、電話番号ごとに顧客管理をしているため、利用した通信料金は、電話回線ごと

に、各通信事業者から別々に請求書が発行されるのが通例であります。また、その支払い日は事業者の都合により統

一されていないことから、特に電話回線を多数保有する法人顧客は、１ヶ月に何度も通信料金の支払手続きが生じる

こととなり、さらに利用期間の締日が異なることから、当該月の通信利用状況を把握するのが非常に困難な状況にあ

るといえます。 

  通信料金統合サービスは、顧客の利便性を第一に考え、通信料金の支払手続きと経費管理の煩雑さの解消に着目し

たものであります。具体的には、当社グループが通信事業者と利用者の間に介在し、通信事業者から通信回線を仕入

れ、それを顧客に再販売するとともに、顧客に代わって請求書を受け取り、支払いを代行し、請求書を１通に集約し

た上で、その利用状況が把握できる明細書とともに、月に一度、当社グループから顧客へ通信料金を請求するサービ

スであります。 

 ①デフォルトリスク 

 同サービスは、顧客への請求前に通信事業者への支払いが発生することから、当社グループに１ヶ月超の立替払い

が生じることとなります。したがいまして、当然ながらデフォルトリスクは当社グループが負うこととなるため、与

信管理を徹底する必要があります。 

 ②通信事業者との関係におけるリスク 

 通信事業者間の価格競争の激化及び当社グループと各通信事業者との間の関係のあり方によっては、当社グループ

への割引還元に影響を与える可能性があります。当社グループは、通信事業者からの仕入れ価格と顧客に請求する割

引価格との価格差により、同サービスの収益を得ていることから、通信事業者の動向及び当社グループと各通信事業

者との間の関係のあり方によっては、少なからず、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があると認識して

おります。 

 ③法的規制リスク 

 当社グループの企業向け通信統合サービス事業においては、電気通信事業法に定める電気通信事業者（旧一般第二

種電気通信事業者）として事業を展開しております。同法は電気通信事業の公共性を鑑み、その運営を適正かつ合理

的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、電気通信の

健全な発展及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としております。 

 当社グループは、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として総務省に届け出を行っておりますが、現

状においては、当社グループの事業展開上に実質的かつ具体的な規制となる事項はありません。 

  しかしながら、今後の法制度等の改正により、当社グループの事業展開に何らかの法的規制等を受け、経営成績に

影響を与える可能性はあります。 



 （集合住宅向け通信統合サービス事業） 

 企業寮等の集合住宅に居住する利用者に、当社グループが通信設備（交換機、ルーター等）を設置することによ

り、電話サービス（サービス名称：マイテレホン）及びインターネット常時接続サービス（サービス名称：＠Ｇｅｏ

ｒｇｅ）を提供しております。 

  マイテレホンは、居住者が同時に電話を利用する確率に着目したサービスであり、企業の事務所における交換機を

利用した、いわゆるダイヤルインの電話サービスを集合住宅向けに転用したものであります。各室にはそれぞれ独立

した電話番号を付すものの、実際の回線数は経験値に基づいた本数のみに絞り、ＮＴＴへ支払う基本料金を削減し、

効率よく電話回線を利用するサービスであります。同サービスは加入時に電話加入権が不要であることから、居住者

は電話開通の初期費用を負担せずに電話を利用できるという利点があります。 

  ＠Ｇｅｏｒｇｅは、同敷地内であればサービスを共有（分配）することができることに着目したサービスであり、

集合住宅に業務用の光ファイバーなどを敷設し、主にＬＡＮサービスを利用して各室にインターネット常時接続サー

ビスを提供するものであります。回線利用料金を居住者で分担することから、個人で敷設するよりも、高品質なサー

ビスを低価格で利用できるという利点があります。 

  両サービスは、新築物件だけでなく、既設の物件にも簡単な工事で導入できるものであり、低コスト短期間にネッ

トワーク環境が構築できるため、その集合住宅の付加価値となり、他の物件との差別化が図れることから、マンショ

ンの個人オーナーに高く評価されています。 

 ①通信業界における競争の激化によるリスク 

 携帯電話の普及により、固定電話サービスが低調となり、ＩＰ電話の普及状況によっては、利益率の低下が予想さ

れます。また、インターネットサービスは堅調でありますが、競争も激化しており、サービス導入の簡便性は保てる

ものの、サービスの提供が飽和状態となった際は、集合住宅の付加価値としての差別化は困難となり、価格競争の激

化により収益が低下するなど、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 ②通信事業者との関係におけるリスク 

 通信事業者間の価格競争の激化及び当社グループと各通信事業者との間の関係のあり方によっては、当社グループ

への割引還元に影響を与える可能性があります。当社グループは、通信事業者からの仕入れ価格と顧客に請求する割

引価格との価格差により、同サービスの収益を得ていることから、通信事業者の動向及び当社グループと各通信事業

者との間の関係のあり方によっては、少なからず、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があると認識して

おります。 

 ③法的規制リスク 

 当社グループの集合住宅向け通信サービス事業においては、電気通信事業法に定める電気通信事業者（旧一般第二

種電気通信事業者）として事業を展開しております。同法は電気通信事業の公共性を鑑み、その運営を適正かつ合理

的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、電気通信の

健全な発展及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としております。 

当社グループは、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として総務省に届け出を行っておりますが、現状

においては、当社グループの事業展開上に実質的かつ具体的な規制となる事項はありません。しかしながら、今後の

法制度等の改正により、当社グループの事業展開に何らかの法的規制等を受け、経営成績に影響を与える可能性はあ

ります。 

  



 （Ｍ＆Ａ及び事業提携等による事業拡大について） 

 通信事業者においては、競争の激化による通信料金の値下げが直接的に自らの収益を圧迫する要因となり、また、

インターネットサービスの拡充に伴う多額の設備投資は、短期的には通信事業者の経営成績に影響を与えるものと考

えられます。同様に、当社グループの中核事業である通信料金統合サービスにおいても、通信料金の値下げは、売上

高の減少要因となり、利幅の圧迫要因となるため、収益率の低下を招く可能性があります。実際に、当社グループと

同様のサービスを提供する企業が、事業を撤退した事例が複数あり、当社グループは、同業他社より８回にわたり、

顧客を譲り受けております。 

 現在の通信サービスの市場規模は全体でおおよそ15兆円といわれており（総務省平成20年４月実施「通信産業基本

調査」より）、当社グループの占める比率は１％にも満たない状況であるため、通信料金統合サービス事業の拡大余

地は大きいものと考えております。同事業においては、通信事業者の動向に左右されることから、独自に利益率の改

善に努めることが極めて困難であるため、積極的に顧客数を増やすことにより、売上高と利益額の確保に注力し、当

社グループの経営成績に与える影響を緩和することが肝要と認識しております。当社グループは、特にその主力事業

である企業向け通信統合サービス事業及び集合住宅向け通信統合サービス事業において、迅速に顧客基盤及び事業領

域を拡大するためには、Ｍ＆Ａや各種提携が有効であると認識しており、必要に応じてこれらを積極的に検討してい

く方針であります。 

 ①Ｍ＆Ａに関わる事業的リスク 

 事業の買収には、買収した事業の統合が困難であること、買収した会社の主要な従業員が流失すること、顧客関係

の移行が困難であること及び不採算事業の取得、売却に伴う損失を負担することといった、いくつものリスクが伴い

ます。さらに、買収によって、持分を希釈化させる株式発行、債務の追加負担及び一時的な多額の支出が必要となる

可能性があります。 

 ②Ｍ＆Ａに関わる会計的リスク 

 買収に関連し、20年未満の期間（のれんの効果の発現が期待できる期間を考慮して当社が決定します。）にわたっ

てのれんの償却費の計上が必要となる可能性があります。さらに、決定した償却期間中にのれんの効果がもはや発現

しなくなった場合、のれん残高の処理が必要となる可能性があります。このような場合、当該買収は当初期待されて

いた利益をもたらさない可能性があります。当社グループが他社の少数持分を取得する戦略的投資では、当社グルー

プは、その会社の事業の経営及び戦略を管理できない可能性もあり、その結果、当社グループの事業のサービス等と

の統合が阻害される可能性もあります。当社グループは、立案、調査及び交渉を通じて、買収する事業に関連する予

期せぬ債務及び偶発債務のリスクを 小限にする努力をしますが、かかる戦略的投資及び買収に伴い予期しない債務

を負担する可能性があります。 

 （財政状態について有利子負債への依存について） 

 当社グループは、現在、グループ運営に必要な資金を主に銀行からの長期借入により調達しています。 

  景気が悪化した場合、金利が上昇した場合、担保資産の価値が下落した場合、又は当社グループの信用力若しくは

財務状況が低下した場合、当社グループが必要な資金を得られなくなることや借入れに伴う当社グループの負担が増

すことにより、当社グループの事業、業績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 

  



２．企業集団の状況 

当社グループは、当社（㈱インボイス）、連結子会社６社によって構成され、主に企業向け通信統合サービス事業

を営んでおります。 

 当社グループの主な事業系統図及び主要な会社名は次のとおりであります。 

  

※１ 連結子会社 

  



３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループが属しております通信業界は、大資本の企業系列が大きなシェアを占めているため、独立系小資

本の当社が業容を拡大していくためには、顧客のニーズを的確に捉え、大手に真似のできないきめ細やかなサー

ビスを提供するとともに、視野を広げ、迅速かつ柔軟に行動する事に徹しなければならないと考えております。 

 当社グループは、日頃より情報の収集と知識の向上に努め、激変する通信業界における多種多様なサービスの

ソリューションパートナーとして、顧客から高い信頼を獲得し、その地位を確立しております。また、起業理念

である「顧客第一主義」の下に、通信料金のみならず、広く顧客のニーズに応えるべく、様々なカスタマイズサ

ービスの開拓と、堅実な会社経営に取り組んでおります。 

   (2) 目標とする経営指標 

  当社グループは、主な経営指標として、売上高、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益、キャ

ッシュ・フローのそれぞれの実額および同期比較増減率・増減額などに加え、企業向け通信統合サービス事業お

よび集合住宅向け通信統合サービス事業におきましては、契約数、解約数・解約率、ＡＲＰＵなどの顧客動向を

示す指標を重視して経営に活用しております。 

  (3) 中長期的な会社の経営戦略 

    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きまして、積極的な新規顧客の開拓はも

とより、事業運営の効率化及び収益性の向上を第一に考え、既存事業の周辺事業をも視野に入れたＭ＆Ａ、業務

提携、投融資等を積極的に展開していく所存であります。 

  また、集合住宅向け通信統合サービス事業におきましては、マンションデベロッパー、不動産投資信託会社と

の提携により、新築マンションやオフィスビルへのサービス提供を展開し、利益率の高いインターネット常時接

続サービスの拡販に注力するとともに、新たな顧客層の開拓に努めていく所存であります。 

  財務面におきましては、当社グループの資金需要が主に運転資金にあることから、これまでは銀行借入中心の

間接金融によって資金調達を行ってまいりましたが、将来のＭ＆Ａのための機動的な資金調達や将来の金利上昇

リスクを勘案し、直接金融市場からの資金調達を視野に入れるとともに、長短負債比率や資本構成の 適化を図

ります。 

 (4) 会社の対処すべき課題 

    通信業界におきましては、情報通信のグローバル化及びインターネットのブロードバンド等により、通信料金

引き下げに伴う熾烈な顧客獲得競争が展開されており、当社グループにおきましても、営業力の強化と収益性の

維持が一つの課題であると考えております。 

  当社グループでは、営業部員の育成、教育等による営業力の強化に努め、 適な通信環境の構築やコスト削減

など、顧客ニーズに的確に対応し、コンサルティング機能を更に向上させることにより、他社との差別化を図る

と共に、収益性を維持、向上していく所存であります。 

  また、集合住宅向け通信統合サービス事業におきましては、不動産関連事業者との業務提携等を推進すること

により、一般マンション向けのサービスを本格的に展開するとともに、迅速かつ精力的に新規顧客層を獲得する

ことに注力して参ります。 

  一方、当社グループは、顧客数の増大に伴う顧客情報の管理及び情報セキュリティシステムについてより一層

の社内管理体制強化とリスク情報の一元化に取り組んでおります。 

  財務面におきましては、有利子負債の削減に努め、自己資本の増強を図り、財務基盤を強固にするとともに、

資本構成の 適化を図っていく方針であります。 

 (5）その他、会社の経営上重要な事項 

    該当事項はありません。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,945,411 2,466,579

受取手形及び売掛金 12,577,734 14,475,535

原材料及び貯蔵品 798 70

未成工事支出金 15,673 64,492

繰延税金資産 848,714 1,104,093

その他 ※2  1,223,853 ※2  1,073,796

貸倒引当金 △33,855 △40,700

流動資産合計 17,578,330 19,143,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 172,142 172,142

減価償却累計額 △106,794 △118,737

建物及び構築物（純額） 65,347 53,405

機械装置及び運搬具 3,172,370 1,665,144

減価償却累計額 △2,928,365 △1,499,573

機械装置及び運搬具（純額） 244,005 165,570

リース資産 128,048 195,653

減価償却累計額 △19,536 △50,364

リース資産（純額） 108,512 145,288

その他 83,370 83,547

減価償却累計額 △74,835 △77,265

その他（純額） 8,535 6,282

有形固定資産合計 426,400 370,547

無形固定資産   

のれん 1,279,663 1,190,796

その他 377,527 301,997

無形固定資産合計 1,657,190 1,492,794

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1,5  578,172 245,989

投資不動産 ※2  9,065,719 ※2  9,065,719

敷金及び保証金 534,771 471,332

破産更生債権等 20,139,041 1,330,843

繰延税金資産 2,716,032 2,602,270

その他 89,741 31,200

貸倒引当金 △14,266,977 △659,483

投資その他の資産合計 18,856,502 13,087,871

固定資産合計 20,940,093 14,951,212

資産合計 38,518,424 34,095,079



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,466,063 8,980,255

短期借入金 ※2,4  11,867,600 ※2,4  10,359,200

未払法人税等 109,222 113,153

賞与引当金 98,865 153,353

債務保証損失引当金 － 408,000

その他 888,173 1,014,536

流動負債合計 22,429,925 21,028,499

固定負債   

社債 580,000 200,000

長期借入金 ※4  11,332,742 ※4  7,169,900

退職給付引当金 73,317 97,947

預り敷金保証金 5,602 7,019

債務保証損失引当金 ※3  1,768,055 518,300

その他 90,883 116,992

固定負債合計 13,850,601 8,110,160

負債合計 36,280,526 29,138,659

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 △29,520,210 △26,877,198

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 2,250,388 4,893,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,349 80

繰延ヘッジ損益 － －

評価・換算差額等合計 △13,349 80

新株予約権 857 62,939

少数株主持分 － －

純資産合計 2,237,897 4,956,420

負債純資産合計 38,518,424 34,095,079



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 80,369,046 79,939,913

売上原価 73,773,782 72,843,677

売上総利益 6,595,263 7,096,235

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 ※1  5,572,071 ※1  4,076,272

営業利益 1,023,192 3,019,963

営業外収益   

受取利息 248,026 4,077

受取配当金 3,205 10

仕入割引 93,999 109,866

金利スワップ評価損戻入益 － 23,382

負ののれん償却額 12,202 －

賃貸収入 80,550 －

その他 149,995 24,009

営業外収益合計 587,980 161,345

営業外費用   

支払利息 905,297 417,740

支払手数料 255,580 －

その他 152,244 62,777

営業外費用合計 1,313,123 480,517

経常利益 298,049 2,700,791

特別利益   

関係会社株式売却益 20,992,943 －

債務保証損失引当金戻入額 － 52,227

貸倒引当金戻入額 － 95,000

その他 106,776 －

特別利益合計 21,099,719 147,227

特別損失   

固定資産除却損 ※2  14,139 ※2  5,479

投資不動産売却損 5,486 －

減損損失 ※3  57,465 ※3  100,606

事業再構築損 ※4  7,787,241 －

投資有価証券評価損 756,349 33,818

関係会社株式評価損 3,036,853 －

貸倒引当金繰入額 14,225,604 －

債務保証損失引当金繰入額 1,768,055 －

関係会社整理損 － 62,969

その他 139,845 34,243

特別損失合計 27,791,042 237,118

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△6,393,273 2,610,900

法人税、住民税及び事業税 87,159 109,661

法人税等調整額 △2,708,108 △141,772

法人税等合計 △2,620,949 △32,111

少数株主損失（△） △4,456,780 －

当期純利益 684,456 2,643,011



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,341,347 17,341,347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,341,347 17,341,347

資本剰余金   

前期末残高 20,252,663 19,123,006

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,129,656 －

当期変動額合計 △1,129,656 －

当期末残高 19,123,006 19,123,006

利益剰余金   

前期末残高 △30,204,667 △29,520,210

当期変動額   

当期純利益 684,456 2,643,011

当期変動額合計 684,456 2,643,011

当期末残高 △29,520,210 △26,877,198

自己株式   

前期末残高 △4,693,756 △4,693,756

当期末残高 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計   

前期末残高 2,695,588 2,250,388

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,129,656 －

当期純利益 684,456 2,643,011

当期変動額合計 △445,199 2,643,011

当期末残高 2,250,388 4,893,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △32,276 △13,349

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,926 13,429

当期変動額合計 18,926 13,429

当期末残高 △13,349 80

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △26,849 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,849 －

当期変動額合計 26,849 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △59,125 △13,349

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45,776 13,429

当期変動額合計 45,776 13,429

当期末残高 △13,349 80



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 119,451 857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,593 62,081

当期変動額合計 △118,593 62,081

当期末残高 857 62,939

少数株主持分   

前期末残高 9,152,640 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,152,640 －

当期変動額合計 △9,152,640 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 11,908,555 2,237,897

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,129,656 －

当期純利益 684,456 2,643,011

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,225,457 75,510

当期変動額合計 △9,670,657 2,718,522

当期末残高 2,237,897 4,956,420



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△6,393,273 2,610,900

減価償却費 130,201 111,978

減損損失 57,465 100,606

のれん償却額 76,663 88,866

関係会社整理損 － 62,969

事業再構築損 5,888,855 －

株式報酬費用 － 62,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,407,868 △98,195

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,799 54,488

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,768,055 △52,227

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,052 24,630

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 △251,232 △4,087

支払利息 905,297 417,740

金利スワップ評価損戻入益 － △23,382

組合出資損失 66,895 －

固定資産除却損 14,139 5,479

投資有価証券評価損益（△は益） 756,349 33,818

関係会社株式評価損 3,036,853 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2,046 －

関係会社株式売却損益（△は益） △20,992,943 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 254,115 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,737,418 △1,793,909

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,118,300 △48,091

未収還付消費税等の増減額（△は減少） 21,202 －

仕入債務の増減額（△は減少） △3,350,756 △485,808

未払費用の増減額（△は減少） △161,520 △37,690

その他 297,688 182,281

小計 △2,219,507 1,212,450

利息及び配当金の受取額 252,587 4,089

利息の支払額 △858,934 △442,203

関係会社整理損の支払額 － △50,000

事業再構築損の支払額 △27,573 －

債務保証履行による支払額 － △789,527

法人税等の支払額 △1,841,869 △91,318

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 △4,695,296 101,005



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 800,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △210,892 △26,369

有形及び無形固定資産の売却による収入 121 8,227

投資有価証券の取得による支出 － △100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,271 191,236

貸付けによる支出 △4,173,150 △1,150

貸付金の回収による収入 1,704,013 13,639

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  24,704,601 －

保険積立金の解約による収入 228,213 －

破産更生債権等の回収による収入 725,545 5,286,675

敷金及び保証金の返還による収入 － 63,181

投資不動産の取得による支出 △625,513 －

投資不動産の売却による収入 85,213 －

その他 76,390 50,686

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,319,812 5,486,127

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） △22,888,499 －

長期借入れによる収入 10,599,342 －

長期借入金の返済による支出 △11,027,556 △5,671,242

社債の償還による支出 △360,000 △360,000

リース債務の返済による支出 △18,973 △30,720

配当金の支払額 △1,117,928 △4,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,813,614 △6,065,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,189,098 △478,832

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期末残高 ※1  2,945,411 ※1  2,466,579



継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ６社 

連結子会社の名称 

 ㈱インボイスＪｒ． 

 ㈱インボイスコンサルティング 

 ㈱インボイスエンターテインメント 

   ㈲ＤＹＮサラデベロップメント 

     有限責任中間法人ディーシー・パート

ナーズ・ワン 

合同会社ディーシー・インベストメン

ト・ワン 

 日本テレコムインボイス㈱（現：ソフ

トバンクテレコムパートナーズ㈱）は、

平成20年４月に株式をすべて譲渡したた

め、連結の範囲から除外しております。

 また、インボイスパートナーズ合同会

社は、平成20年４月において当社と合併

しております。 

  ㈱ダイナシティは、民事再生手続開始

の申立てに伴い、当社との有効な支配従

属関係が存在せず、かつ、当社の利害関

係者の判断を著しく誤らせるおそれがあ

るため、同社及びその連結子会社３社

（㈱ダイナシティコミュニケーション

ズ、㈱ダイナミックス、㈱シーファイ

ブ）を連結の範囲から除外しておりま

す。 

連結子会社の数  ６社 

連結子会社の名称 

 ㈱インボイスＪｒ． 

 ㈱インボイスコンサルティング 

 ㈱インボイスエンターテインメント 

   ㈲ＤＹＮサラデベロップメント 

     有限責任中間法人ディーシー・パート

ナーズ・ワン 

合同会社ディーシー・インベストメン

ト・ワン 

  

  

   

  非連結子会社  

ブルーマンジャパン製作委員会 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社については、小規模であ

り、かつ合計の総資産、売上高、当期純

損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分

相当額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

非連結子会社  

―――― 

  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用した非連結子会社又は関連

会社の数  ― 社 

持分法を適用した非連結子会社又は関連

会社の数  ― 社 

  持分法を適用しない非連結子会社（ブル

ーマンジャパン製作委員会）について

は、小規模であり、かつ合計の当期純損

益（持分相当額）及び利益剰余金（持分

相当額）等はいずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、持分法

の適用範囲から除外しております。  

―――― 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定) 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

 ただし、組合等への出資金は個別法

によっており、詳細は「４．会計処理

基準に関する事項、(6)その他連結財

務諸表作成のための重要な事項、②組

合等への出資金の会計処理」に記載し

ております。 

時価のないもの 

 同左 

  ② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

 当社及び連結子会社は主として個別

法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法により算定）を採用しております。 

 （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の税金

等調整前当期純損失が5,666,282千円

増加いたしました。 

③ たな卸資産 

 当社及び連結子会社は主として個別

法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法により算定）を採用しております。 

  

  

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法 

 ただし、建物(附属設備を除く)及び

機械装置のうち寮電話設備については

定額法によっております。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法 

    なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

    リース取引に関する会計基準の適用 

    所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

度前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  

  

   

  

（3）重要な繰延資産の処理

方法 

   株式交付費    

     支出時に全額費用として処理してお

ります。          

   株式交付費     

 同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

従業員への退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

（自己都合退職による期末要支給額の

100％）の見込額に基づき、計上してお

ります。 

③ 退職給付引当金 

同左 

  ④ 債務保証損失引当金  

 保証債務に係る損失に備えるため、当

連結会計年度末における保証の履行によ

る損失見込額を計上しております。 

④ 債務保証損失引当金  

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについて特例処理によってお

ります。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規程及

び取引限度額等を定めた内部規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価してお

ります。 

 ただし、特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、有効性の評価

を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

  

  

  

  

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。ただし、免税

業者に該当する連結子会社３社について

は税込方式によっております。 

 ② 組合等への出資金の会計処理 

 組合等への出資を行うに際して、組合

等の財産の持分相当分を「投資有価証

券」として計上しております。組合等へ

の出資時に「投資有価証券」を計上し、

組合等が獲得した純損益の持分相当額に

ついては、損益として計上するとともに

同額を「投資有価証券」に加減し、営業

者からの出資金の払い戻しについては、

「投資有価証券」を減額しております。 

 ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。ただし、免税

業者に該当する連結子会社１社について

は税込方式によっております。 

 ② 組合等への出資金の会計処理 

同左 

  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんについては、20

年間で均等償却を行っております。  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

              同左 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日   

                 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日   

                 至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 １．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「原材料及び貯蔵品」

「未成工事支出金」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「原材料

及び貯蔵品」「未成工事支出金」は、それぞれ3,656

千円、58,558千円であります。         

２．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「破産更生債権等」は、

当連結会計年度において、資産総額の100分の１を超

えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「破産更生債権等」は

65,502千円であります。 

  

（連結貸借対照表） 

――――  

  

         

  

  （連結損益計算書） 

  前連結会計年度において、販売費及び一般管理費は

主要な費目に分類した上で区分掲記しておりました

が、当連結会計年度より販売費及び一般管理費の科目

に一括して掲記し、主要な費目及びその金額を注記に

記載しております。なお、当連結会計年度における販

売費及び一般管理費を前連結会計年度と同様に区分掲

記した場合の費目及び金額は以下の通りであります。 
  

 １．広告宣伝費          349,282千円 

 ２．貸倒引当金繰入額        194,674千円 

 ３．貸倒損失                    21,093千円 

 ４．役員報酬                   317,944千円 

 ５．給料手当及び賞与         1,777,462千円 

 ６．賞与引当金繰入額           179,332千円 

 ７．退職給付費用                19,600千円 

 ８．法定福利費                 203,693千円 

 ９．旅費交通費                 184,903千円 

 10．業務委託費                 212,871千円 

 11．賃借料                     530,812千円 

 12．支払手数料                 554,422千円 

 13．減価償却費                  44,189千円 

 14．通信工事費                 169,300千円 

 15．その他                     812,488千円 

  

  （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払

手数料」（当連結会計年度は38,232千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用

の「その他」に含めて表示することにしました。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「貸倒

引当金繰入額」（当連結会計年度は2,920千円）は、特

別損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失

の「その他」に含めて表示することにしました。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。    

―――― 

    投資有価証券            181,218千円   

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

（イ）担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

（イ）担保に供している資産 

投資不動産   9,065,719千円

その他   251,854千円

 計   9,317,574千円

投資不動産    9,065,719千円

その他  181,045千円

 計   9,246,765千円

 （ロ）上記に対応する債務 

短期借入金    9,200,000千円

 計  9,200,000千円

 （ロ）上記に対応する債務 

短期借入金   9,200,000千円

 計 9,200,000千円

※３．偶発債務 

     保証債務  

      連結会社以外の会社の工事代金に対する債務保証を

行っております。 

㈱ダイナシティ    2,371,950千円

債務保証損失引当金    1,768,055千円

 差引      603,894千円

―――― 

※４．財務制限条項 

  当社グループの借入金のうち、財務制限条項が付

されているものは以下のとおりです。 

 （1）当社 

  ①借入実行残高      871,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、中間期および決算期末日において、連結

及び単体の損益計算書の経常利益を指定の金額以上

を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了するま

での期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部

の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

40億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

※４．財務制限条項 

  当社グループの借入金のうち、財務制限条項が付

されているものは以下のとおりです。 

 （1）当社 

  ①借入実行残高    7,096,000千円 

  ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、連

結及び単体及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常

利益を指定の金額以上に維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、決算期末日において、連結の貸借対

照表上の現預金残高が30億円を超えた場合には、そ

の超過額について早期弁済を行なうこと。 

 



前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

  ②借入実行残高    1,702,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、当

社及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常利益を指

定の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

30億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期における、当社及

び㈱インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出する

こと。 

  オ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、毎年３月末日を基準日とし同年５月末

日までに担保不動産の評価の見直しを行い、評価額

が現在の評価額または前年の評価額から減少した場

合、当該減少額を５年間均等の割合で同年６月より

四半期毎に追加返済し、弁済期限において残額を完

済すること。 

 ③借入実行残高    5,777,874千円 

  ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、連

結及び単体及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常

利益を指定の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

30億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期における、当社及

び㈱インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出する

こと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期における、当社及

び㈱インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出する

こと。 

※５．従来、流動資産として保有していた販売用不動産

9,065,719千円につきましては、子会社における開発

中プロジェクトの中止に伴い、当連結会計年度にお

いて、当該プロジェクトに係る資産の所有目的を変

更したため、固定資産の投資不動産に振替えており

ます。また、流動資産として保有していた営業投資

有価証券380,184千円につきましては、子会社におけ

る投資事業部門の廃止に伴い、保有目的を変更した

ため、固定資産の投資有価証券に振替えておりま

す。 

―――― 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

広告宣伝費 349,282千円

給料手当及び賞与 1,777,462千円

賞与引当金繰入額 179,332千円

貸倒引当金繰入額 194,674千円

退職給付費用 19,600千円

広告宣伝費 66,058千円

給料手当及び賞与 1,390,965千円

賞与引当金繰入額 305,849千円

貸倒引当金繰入額 19,628千円

退職給付費用 23,804千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物          3,497千円

機械装置及び運搬具        10,135千円

その他            506千円

計 

  

       14,139千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具    5,477千円

その他        2千円

計      5,479千円

※３．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、原則として、事業用資産につ

いては事業部を基準としてグルーピングを行なっ

ており、遊休資産については個別資産ごとにグル

ーピングを行なっております。 

  事業用資産については、継続的な損失の発生によ

り帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失

41,995千円を計上しました。その内訳は建物及び構

築物41,714千円及び機械装置及び運搬具280千円であ

ります。 

  当社グループにおける集合住宅向け通信統合サー

ビスを提供している寮、社宅などの減少により、遊

休となった電話加入権等について帳簿価額を市場価

格に基づく正味売却価額まで減額し、減損損失

15,470千円を計上いたしました。 

事業 用途 種類 

その他の事業 事業用資産 建物及び構築物等 

集合住宅向け
通信統合サー
ビス事業 

遊休資産 
無形固定資産の
「その他」 

※３．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、原則として、事業用資産につ

いては事業部を基準としてグルーピングを行なっ

ており、遊休資産については個別資産ごとにグル

ーピングを行なっております。 

  当社グループにおける集合住宅向け通信統合サー

ビスを提供している寮、社宅などの減少により、遊

休となった電話加入権等について帳簿価額を市場価

格に基づく正味売却価額まで減額し、減損損失

100,039千円を計上いたしました。 

  また、全社資産において遊休となった電話加入権

について帳簿価額を市場価格に基づく正味売却価額

まで減額し、減損損失567千円を計上いたしました。 

事業 用途 種類 

集合住宅向け
通信統合サー
ビス事業 

遊休資産 

機械装置及び運搬
具 
無形固定資産の
「その他」 

全社  遊休資産  
無形固定資産の
「その他」 

 



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※４．事業再構築損  

① 不動産関連事業における不採算開発プロジェクト

の中止及びソリューション事業撤退による開発中

止プロジェクトの帳簿価額を売却可能価格まで減

額し、当該減額分を事業再構築損として特別損失

に計上しております。 

② 一部の開発プロジェクトについて、将来発生する

可能性の高い売却時損失見込額を開発損失引当金

繰入額として事業再構築損に含めて特別損失に計

上しております。 

③ 社員のキャリア開発を支援する特別転進支援措置

の実施額分を事業再構築損として特別損失に計上

しております。 

   事業再構築損の内訳は次のとおりであります。 

たな卸資産評価損  5,666,282千円

開発損失引当金繰入額 1,898,385千円

特別転進支援措置費用等  27,573千円

その他   195,000千円

 計 7,787,241千円

―――― 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 11,680,153 ― ― 11,680,153 

合計 11,680,153 ― ― 11,680,153 

自己株式        

普通株式 383,586 ― ― 383,586 

合計 383,586 ― ― 383,586 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会

計年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会
計年度末 

 提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
 － － － － － 857 

合計  － － － － － 857 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 1,129,656 

その他資本

剰余金 
100 平成20年３月31日 平成20年６月26日



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 11,680,153 ― ― 11,680,153 

合計 11,680,153 ― ― 11,680,153 

自己株式        

普通株式 383,586 ― ― 383,586 

合計 383,586 ― ― 383,586 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計 
年度末残高 
（千円） 前連結会

計年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会
計年度末 

 提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
 － － － － － 62,939 

合計  － － － － － 62,939 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金   2,945,411千円

現金及び現金同等物   2,945,411千円

現金及び預金   2,466,579千円

現金及び現金同等物   2,466,579千円

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により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）が連結子会社でなくなった連結除外時の資産及

び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収

入との関係は次のとおりであります。 

流動資産   17,655,608千円

固定資産    401,014千円

流動負債 △12,726,295千円

少数株主持分   △793,270千円

株式売却益  20,992,943千円

株式売却価額  25,530,000千円

連結除外時の現金及び現金同等物    △825,398千円

株式売却による収入    24,704,601千円

―――― 



（有価証券関係） 

   前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

  

   当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

 （注）非上場株式（連結貸借対照表計上額244,728千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式 1,125 877 △248

(2）債券 208,560 195,358 △13,202 

小計 209,685 196,235 △13,450

合計 209,685 196,235 △13,450

  売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

営業投資有価証券に属するもの 202,385 937 52,760 

投資有価証券に属するもの 5,271 － △2,046 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 200,718 

 その他 181,218 

合計 381,937 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(1）株式 1,125 1,261 135 

(2）債券 － － －

小計 1,125 1,261 135 

合計 1,125 1,261 135 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

  取引先金融機関より提示された価格によっております。 

     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載対象から除いております。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（1）取引の内容、利用目的及び取組方針 

デリバティブ取引は当社でのみ行っております。 

 変動金利借入金に関する将来の金利の変動に係るリスクをヘ

ッジする目的で、金利スワップ取引を利用しております。 

 また、デリバティブ取引はリスクヘッジ目的にのみ利用し、

投機目的の取引は行わないこととしております。 

（2）取引に係るリスクの内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利変動によるリスクを

有しております。  

 なお、当該デリバティブ取引の契約先は、何れも信用度の高い

金融機関であるため、相手方の契約不履行による信用リスクは、

殆どないと認識しております。 

（3）取引に係るリスクの管理体制 

当社のリスク管理体制は、経営上多額の損失を被ることがな

いよう、デリバティブ取引が利用目的に沿って行われているか

どうかを中心に実施しております。具体的には、社内ルールに

従い、稟議決裁事項として担当役員の審議を経て、社長承認に

より実施しており、日常においては経理部内で担当者と確認者

を区別し、相互牽制とチェックを行っております。 

（4）「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等  

  「取引の時価等に関する事項」における想定元本は、この金

額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものでは

ありません。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 

契約額等 

（千円） 

うち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ取引         

変動受取・固定支

払  
2,400,000 － △23,382 △23,382 

合計 2,400,000 － △23,382 △23,382 



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

金利関連 

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関より提示された価格によっております。 

（退職給付関係） 

区分 種類 主なヘッジ対象 

当連結会計年度（平成22年３月31日） 

契約額等 

（千円） 

うち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

原則的処理方

法 

金利スワップ取引         

変動受取・固定支

払  
長期借入金 1,360,000 1,040,000 △49,338 

合計 1,360,000 1,040,000 △49,338 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社については、退職金規定に基づく退職一時金制

度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社については、退職金規定に基づく退職一時金制

度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務        73,317千円

退職給付引当金       73,317千円

退職給付債務      97,947千円

退職給付引当金       97,947千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用してお

ります。 

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用してお

ります。 

３．退職給付費用に関する事項 

 退職給付費用は、19,860千円であります。 

３．退職給付費用に関する事項 

 退職給付費用は、25,575千円であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 



（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

       １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

           販売費及び一般管理費 857千円 
  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

平成21年 
ストック・オプション 

第８回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数  当社の従業員  250名 

株式の種類別のストック・オプション

数（注） 
普通株式  371,600株 

付与日 平成21年３月19日 

権利確定条件 

付与日（平成21年３月19日）以降、

権利確定日（平成23年３月20日）ま

で継続して勤務していることを要す

る。 

対象勤務期間 
自 平成21年３月19日 

至 平成23年３月20日 

権利行使期間 
自 平成23年３月21日 

至 平成25年３月20日 

 

平成21年 
ストック・オプション 

第８回新株予約権 

権利確定前  （株） 

前連結会計年度末 － 

付与 371,600 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 371,600 

権利確定後    

前連結会計年度末 － 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 － 



② 単価情報 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において当社が付与した平成21年ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は以下のとお

りであります。 

  ① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

  ② 主な基礎数値及び見積方法 

 （注）１．予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間日において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．配当ゼロと想定しております。 

４．予想残存期間に対応する日本国債利回りであります。 

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

 

平成21年 
ストック・オプション 

第８回新株予約権 

権利行使価格（円） 440 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） 195 

 

平成21年 

ストック・オプション 

第８回新株予約権 

 株価変動性（注）１ 67.06％ 

 予想残存期間（注）２ ３年０ヶ月 

 予想配当（注）３  0.00％ 

 無リスク利子率（注）４  0.56％ 



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

       １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

           販売費及び一般管理費 62,081千円 
  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

平成21年 
ストック・オプション 

平成21年 
ストック・オプション 

第８回新株予約権 第９回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数  当社の従業員  250名 当社の取締役及び監査役 ７名 

株式の種類別のストック・オプシ

ョン数（注） 
普通株式  371,600株 普通株式  127,000株 

付与日 平成21年３月19日 平成21年４月11日 

権利確定条件 

付与日（平成21年３月19日）以

降、権利確定日（平成23年３月

20日）まで継続して勤務してい

ることを要する。 

付与日（平成21年４月11日）以

降、権利確定日（平成22年４月

12日）まで継続して勤務してい

ることを要する。 

対象勤務期間 
自 平成21年３月19日 

至 平成23年３月20日 

自 平成21年４月11日 

至 平成22年４月12日 

権利行使期間 
自 平成23年３月21日 

至 平成25年３月20日 

自 平成22年４月13日 

至 平成25年４月12日 

 

平成21年 
ストック・オプション 

平成21年 
ストック・オプション 

第８回新株予約権 第９回新株予約権 

権利確定前  （株） （株） 

前連結会計年度末 371,600 ― 

付与 ― 127,000 

失効 11,100 ― 

権利確定 ― 10,000 

未確定残 360,500 117,000 

権利確定後      

前連結会計年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 



② 単価情報 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において当社が付与した平成21年ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は以下のとお

りであります。 

  ① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

  ② 主な基礎数値及び見積方法 

 （注）１．予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間日において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．配当ゼロと想定しております。 

４．予想残存期間に対応する日本国債利回りであります。 

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

 

平成21年 
ストック・オプション 

平成21年 
ストック・オプション 

第８回新株予約権 第９回新株予約権 

権利行使価格（円） 440 516 

行使時平均株価（円） ― ― 

付与日における公正な評価単価（円） 195 213 

 

平成21年 

ストック・オプション 

第９回新株予約権 

 株価変動性（注）１ 67.94％ 

 予想残存期間（注）２ ２年６ヶ月 

 予想配当（注）３  0.00％ 

 無リスク利子率（注）４  0.54％ 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 5,929,694

賞与引当金 39,886

退職給付引当金 29,832

債務保証損失引当金  719,421

減価償却限度超過額 1,398

ゴルフ会員権評価減額 3,565

投資有価証券評価減額 20,281

電話加入権評価損 541,554

繰越欠損金 8,042,808

未払事業税 28,192

その他有価証券評価差額金  100

その他 44,271

繰延税金資産小計 15,401,008

評価性引当額      △11,836,261

繰延税金資産合計 3,564,747

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 2,647,628

賞与引当金 61,654

退職給付引当金 39,854

債務保証損失引当金  376,911

減価償却限度超過額 11,780

ゴルフ会員権評価減額 3,662

投資有価証券評価減額 21,246

電話加入権評価損 571,635

繰越欠損金 10,139,442

未払事業税 23,569

その他 435,969

繰延税金資産小計 14,333,354

評価性引当額      △10,626,935

繰延税金資産合計 3,706,419

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △55

繰延税金負債合計 △55

繰延税金資産の純額 3,706,363

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因の主な項目別内訳 

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計

上しているため、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因の主な項目別内訳 

  

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
0.6 

住民税均等割等 0.4 

のれんの償却額 1.3 

評価性引当額 △46.3 

その他 2.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.2 



 （賃貸等不動産関係） 

  

   当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    当社の連結子会社である有限会社ＤＹＮサラデベロップメントは、ホテル開発プロジェクトに伴う不動産を所有

しておりますが、開発プロジェクトは凍結しており、遊休資産となっております。なお、平成22年３月期における

当該不動産に関する賃貸損益はありません。 

   賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び

当該時価の算定方法は以下のとおりであります。 

  

  （注）当該物件の処分にあたり、処分額が帳簿価額を下回った場合でも借入の責任財産は債務者である特別目的会

社の財産に限定されていることにより、当該不動産の時価評価については開示の必要性が無いと判断しており

ます。 

  

     （追加情報） 

   当連結会計年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年

11月28日）を適用しております。 

連結貸借対照表計上額 

 連結決算日における時価 

（千円） 前連結会計年度末残高 

（千円） 

当連結会計年度増減額 

（千円） 

当連結会計年度末残高 

（千円） 

9,065,719 － 9,065,719 （注） 



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は12,514,746千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 

  

  

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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

（1）外部顧客に対する

売上高 
73,145,925 2,078,194 4,300,380 844,546 80,369,046 － 80,369,046 

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

16,785 － － 3,510 20,295 （20,295) － 

計 73,162,711 2,078,194 4,300,380 848,056 80,389,341 （20,295) 80,369,046 

営業費用 71,462,495 1,632,209 5,232,287 1,039,157 79,366,149 （20,295) 79,345,853 

営業利益 

(又は営業損失） 
1,700,215 445,984 △931,906 △191,100 1,023,192 － 1,023,192 

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

              

資産 14,507,506 1,006,941 9,323,541 1,165,687 26,003,677 12,514,746 38,518,424 

減価償却費 91,255 63,165 32,823 9,205 196,449 22,617 219,067 

減損損失 － 15,470 － 41,995 57,465 － 57,465 

資本的支出 6,021 277,362 － 50,464 333,848 4,526 338,374 



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は6,211,146千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 

  

  

   

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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

（1）外部顧客に対する売上

高 
77,204,676 2,035,812 － 699,424 79,939,913 － 79,939,913 

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
9,248 － － － 9,248 （9,248) － 

計 77,213,924 2,035,812 － 699,424 79,949,161 （9,248) 79,939,913 

営業費用 74,687,671 1,449,770 － 794,756 76,929,198 （9,248) 76,919,950 

営業利益(又は営業損失） 2,526,252 586,042 － △95,332 3,019,963 － 3,019,963 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
              

資産 16,392,283 880,074 9,255,532 1,356,041 27,883,933 6,211,146 34,095,079 

減価償却費 97,296 88,328 － － 185,624 15,220 200,845 

減損損失 － 100,039 － － 100,039 567 100,606 

資本的支出 8,357 66,410 － － 74,767 － 74,767 



ｂ．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 

至平成22年３月31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。 

ｃ．海外売上高 

  前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 

至平成22年３月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 198.03円

１株当たり当期純利益金額  60.59円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  60.44円

１株当たり純資産額 433.18円

１株当たり当期純利益金額 233.97円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 227.41円

 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  684,456 2,643,011 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 684,456 2,643,011 

期中平均株式数（株） 11,296,567 11,296,567 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株）  28,104 325,759 

（うち新株予約権）  28,104 325,759 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

──── 

  

──── 

  



（重要な後発事象） 

 （開示の省略） 

 リース取引、金融商品、関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

――――  資本金の額の減少及び剰余金の処分 

当社は、平成22年５月20日開催の取締役会において、

平成22年６月23日に開催を予定している定時株主総会に

「資本金の額の減少の件」及び「剰余金の処分の件」を

付議することを決議しております。 

（1）資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的  

 今後の機動的かつ効率的な経営及び柔軟な資本政策を

可能とすることを目的として、資本金の額を減少し、こ

れにより欠損の填補を行うものであります。 

（2）減少する資本金の額 

 当連結会計年度末の資本金の額17,341,347千円のう

ち、11,294,951千円を減少させ、減少後の資本金の額を

6,046,396千円といたします。 

（3）剰余金の処分  

 資本金の減少により増加する資本剰余金のうち、

27,004,993千円を利益剰余金に振替えることにより、欠

損の填補を行います。これに伴い、資本剰余金は

3,412,965千円となり、欠損金は解消いたします。 

（4）日程  

 平成22年５月20日 取締役会決議日 

 平成22年６月23日 定時株主総会決議日（予定） 

 平成22年６月26日 債権者異議申述催告公告日（予

定） 

 平成22年７月26日 債権者異議申述催告 終期日（予

定） 

 平成22年７月27日 効力発生日（予定） 

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,380,601 1,550,499

受取手形 55,964 62,057

売掛金 9,846,662 11,718,712

完成工事未収入金 61,102 144,862

未成工事支出金 15,673 64,492

原材料及び貯蔵品 － 70

前払費用 123,322 71,911

繰延税金資産 844,443 1,098,277

未収入金 662,345 428,584

債権流動化未収入金 87,197 －

その他 85,745 194,741

貸倒引当金 △32,100 △36,450

流動資産合計 14,130,958 15,297,760

固定資産   

有形固定資産   

建物 172,142 172,142

減価償却累計額 △106,794 △118,737

建物（純額） 65,347 53,405

機械及び装置 3,149,244 1,664,885

減価償却累計額 △2,913,556 △1,499,459

機械及び装置（純額） 235,687 165,425

車両運搬具 22,867 0

減価償却累計額 △14,799 －

車両運搬具（純額） 8,067 0

工具、器具及び備品 83,370 83,547

減価償却累計額 △74,835 △77,265

工具、器具及び備品（純額） 8,535 6,282

リース資産 128,048 195,653

減価償却累計額 △19,536 △50,364

リース資産（純額） 108,512 145,288

有形固定資産合計 426,150 370,401

無形固定資産   

のれん 3,809 －

ソフトウエア 3,277 2,108

電話加入権 374,249 299,888

無形固定資産合計 381,336 301,996



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,769 13,335

関係会社株式 1,712,855 1,712,855

従業員に対する長期貸付金 12,741 5,127

関係会社長期貸付金 8,162,482 8,162,482

破産更生債権等 20,138,285 1,330,843

繰延税金資産 2,716,032 2,601,667

敷金及び保証金 429,004 369,735

その他 76,999 26,072

貸倒引当金 △21,664,806 △8,164,510

投資その他の資産合計 11,600,365 6,057,608

固定資産合計 12,407,852 6,730,007

資産合計 26,538,811 22,027,767

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,393,754 6,952,078

工事未払金 32,110 59,151

短期借入金 ※1  400,000 ※1  400,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3  2,667,600 ※3  1,159,200

1年内償還予定の社債 360,000 380,000

リース債務 25,730 40,047

未払金 146,733 46,207

未払費用 184,894 114,397

未払法人税等 57,495 46,768

未成工事受入金 － 31,250

預り金 43,772 38,686

賞与引当金 98,025 151,521

債務保証損失引当金 － 408,000

その他 103,334 170,186

流動負債合計 11,513,451 9,997,496

固定負債   

社債 580,000 200,000

長期借入金 ※3  10,332,742 ※3  6,169,900

リース債務 90,433 116,784

退職給付引当金 73,317 97,947

債務保証損失引当金 ※2  1,768,055 518,300

その他 634 358

固定負債合計 12,845,183 7,103,290

負債合計 24,358,634 17,100,787



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 112,965 112,965

その他資本剰余金 19,010,041 19,010,041

資本剰余金合計 19,123,006 19,123,006

利益剰余金   

利益準備金 98,355 98,355

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △29,689,488 △27,004,993

利益剰余金合計 △29,591,132 △26,906,638

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 2,179,465 4,863,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △147 80

繰延ヘッジ損益 － －

評価・換算差額等合計 △147 80

新株予約権 857 62,939

純資産合計 2,180,176 4,926,980

負債純資産合計 26,538,811 22,027,767



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

通信事業売上高 56,461,119 61,016,619

空調事業等売上高 402,924 474,917

売上高合計 56,864,043 61,491,537

売上原価   

通信事業売上原価 50,387,418 54,309,884

空調事業等売上原価 362,738 409,962

売上原価合計 50,750,157 54,719,846

売上総利益 6,113,886 6,771,690

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 ※2  4,082,193 ※2  3,845,960

営業利益 2,031,693 2,925,729

営業外収益   

受取利息 ※1  388,086 3,444

受取配当金 317 10

仕入割引 93,999 109,866

金利スワップ評価損戻入益 － 23,382

その他 128,862 23,551

営業外収益合計 611,266 160,254

営業外費用   

支払利息 569,605 394,380

社債利息 15,206 10,609

支払手数料 172,727 －

その他 34,031 40,604

営業外費用合計 791,571 445,595

経常利益 1,851,387 2,640,388

特別利益   

債務保証損失引当金戻入額 － 52,227

貸倒引当金戻入額 － 95,000

抱合せ株式消滅差益 4,288 －

特別利益合計 4,288 147,227

特別損失   

固定資産除却損 ※3  14,139 ※3  5,479

減損損失 ※4  16,099 ※4  100,606

関係会社株式評価損 8,635,695 －

投資有価証券評価損 101,496 3,818

貸倒引当金繰入額 15,661,190 109,361

債務保証損失引当金繰入額 1,768,055 －

その他 139,845 14,000

特別損失合計 26,336,522 233,266

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △24,480,846 2,554,349

法人税、住民税及び事業税 11,806 9,480

法人税等調整額 △285,643 △139,625

法人税等合計 △273,836 △130,145

当期純利益又は当期純損失（△） △24,207,010 2,684,494



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,341,347 17,341,347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,341,347 17,341,347

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 112,965

当期変動額   

資本準備金の積立 112,965 －

当期変動額合計 112,965 －

当期末残高 112,965 112,965

その他資本剰余金   

前期末残高 20,252,663 19,010,041

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,129,656 －

資本準備金の積立 △112,965 －

当期変動額合計 △1,242,622 －

当期末残高 19,010,041 19,010,041

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 98,355 98,355

当期末残高 98,355 98,355

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,482,477 △29,689,488

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △24,207,010 2,684,494

当期変動額合計 △24,207,010 2,684,494

当期末残高 △29,689,488 △27,004,993

自己株式   

前期末残高 △4,693,756 △4,693,756

当期末残高 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計   

前期末残高 27,516,132 2,179,465

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,129,656 －

当期純利益又は当期純損失（△） △24,207,010 2,684,494

当期変動額合計 △25,336,666 2,684,494

当期末残高 2,179,465 4,863,960



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △13,518 △147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,370 227

当期変動額合計 13,370 227

当期末残高 △147 80

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △26,849 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,849 －

当期変動額合計 26,849 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △40,367 △147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,220 227

当期変動額合計 40,220 227

当期末残高 △147 80

新株予約権   

前期末残高 － 857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 857 62,081

当期変動額合計 857 62,081

当期末残高 857 62,939

純資産合計   

前期末残高 27,475,765 2,180,176

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,129,656 －

当期純利益又は当期純損失（△） △24,207,010 2,684,494

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,078 62,308

当期変動額合計 △25,295,588 2,746,803

当期末残高 2,180,176 4,926,980



通信事業売上原価明細書 

 （注）１．原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

空調事業等売上原価明細書 

 （注）１．原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 回線等仕入高   50,352,999 100.0 54,257,665 99.9 

Ⅱ 労務費   21,552 0.0 29,315 0.1 

Ⅲ 外注加工費   10,455 0.0 20,405 0.0 

Ⅳ 経費 ※２  2,410 0.0 2,497 0.0 

合計   50,387,418 100.0 54,309,884 100.0 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

地代家賃（千円） 2,286 2,327 

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 原材料費   174,164 48.0 106,575 26.0 

Ⅱ 労務費   16,958 4.7 16,360 4.0 

Ⅲ 外注加工費    167,272 46.1 282,996 69.0 

Ⅳ 経費 ※２ 4,343 1.2 4,028 1.0 

合計   362,738 100.0 409,962 100.0 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

減価償却費（千円） 119 5 

地代家賃（千円） 3,751 3,372 

諸会費（千円） 340 504 



継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・原材料・貯蔵品・未成工事支出金 

 主として個別法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

 （会計方針の変更） 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

 これによる当事業年度の損益に与え

る影響はありません。 

商品・原材料・貯蔵品・未成工事支出金 

 主として個別法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

  

   

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、建物(附属設備を除く)、及

び機械及び装置のうち寮電話設備につ

いては定額法によっております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

 リース取引に関する会計基準の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

度前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

（3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  

  

   

  

 



項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．繰延資産の処理方法      株式交付費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

     株式交付費 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準により計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

（自己都合退職による期末要支給額の

100％）の見込額に基づき、当事業年度

末において発生していると認められる

額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）債務保証損失引当金  

保証債務に係る損失に備えるため、

当事業年度末における保証の履行によ

る損失見込額を計上しております。 

(4）債務保証損失引当金  

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについて特例処理に

よっております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する権限規程

及び取引限度額等を定めた内部規程に

基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リ

スクを一定の範囲内でヘッジしており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を評価し

ております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、有効性の評

価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  消費税等の会計処理 

同左 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「１年内償還予定の社債」は、当事業年度

において、負債及び純資産の合計額の100分の１を超え

たため区分掲記しております。なお、前事業年度末の

「１年内償還予定の社債」は360,000千円であります。 

         

（貸借対照表） 

――――     

（損益計算書）  

 前事業年度において、販売費及び一般管理費は主要

な費目に分類した上で区分掲記しておりましたが、当

事業年度より販売費及び一般管理費の科目に一括して

掲記し、主要な費目及びその金額を注記に記載してお

ります。なお、当事業年度における販売費及び一般管

理費を前事業年度と同様に区分掲記した場合の費目及

び金額は以下の通りであります。 

  １．広告宣伝費          215,801千円 

  ２．貸倒引当金繰入額          42,887千円 

 ３．貸倒損失                  20,068千円 

 ４．役員報酬                  233,645千円 

 ５．給料手当及び賞与        1,372,865千円 

 ６．賞与引当金繰入額          131,340千円 

 ７．退職給付費用              19,600千円 

 ８．法定福利費                156,558千円 

 ９．旅費交通費                163,569千円 

 10．業務委託費                212,871千円 

 11．賃借料                    388,403千円 

 12．支払手数料                 457,183千円 

 13．減価償却費                 28,922千円 

 14．通信工事費                169,300千円 

 15．その他                   469,175千円 

  

（損益計算書）  

  前事業年度まで区分掲記しておりました「支払手数

料」（当事業年度は38,232千円）は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示することにしました。 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する負債には区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。 

 （流動負債）  

短期借入金          400,000千円

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する負債には区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。 

 （流動負債）  

短期借入金      400,000千円

※２．偶発債務 

       保証債務 

       連結会社以外の会社の工事代金に対する債務保証

を行なっております。 

㈱ダイナシティ    2,371,950千円

債務保証損失引当金    1,768,055千円

 差引      603,894千円

―――― 

※３．財務制限条項 

  当社の借入金のうち、財務制限条項が付されてい

るものは以下のとおりです。 

 （1）借入実行残高      871,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、連

結及び単体の損益計算書の経常利益を指定の金額以

上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

40億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

※３．財務制限条項 

  当社の借入金のうち、財務制限条項が付されてい

るものは以下のとおりです。 

      借入実行残高   7,096,000千円 

  ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、連

結及び単体及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常

利益を指定の金額以上に維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、決算期末日において、連結の貸借対

照表上の現預金残高が30億円を超えた場合には、そ

の超過額について早期弁済を行なうこと。 

 



前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

（2）借入実行残高    1,702,000千円 

 ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、当

社及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常利益を指

定の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

30億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期における、当社及

び㈱インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出する

こと。 

  オ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、毎年３月末日を基準日とし同年５月末

日までに担保不動産の評価の見直しを行い、評価額

が現在の評価額または前年の評価額から減少した場

合、当該減少額を５年間均等の割合で同年６月より

四半期毎に追加返済し、弁済期限において残額を完

済すること。 

（3）借入実行残高    5,777,874千円 

  ア．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期末日において、連

結及び単体及び㈱インボイスJr.の損益計算書の経常

利益を指定の金額以上を維持すること。 

  イ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、連結及び単体の貸借対照表の純資産の

部の金額を、平成21年３月期の純資産の部の金額の

70％の金額以上に維持すること。 

  ウ．弁済期間中、連結の貸借対照表上の現預金残高が

30億円を超えた場合には、その超過額について早期

弁済を行なうこと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期における、当社及

び㈱インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出する

こと。 

  エ．契約締結日以降、すべての債務の弁済が完了する

までの期間、中間期および決算期における、当社及

び㈱インボイスJr.の決算報告書等を直ちに提出する

こと。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

―――― 

受取利息 

  

357,563千円  

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は5.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94.6％で

あります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 215,801千円

役員報酬  233,645千円

給料手当及び賞与 1,372,865千円

賞与引当金繰入額 131,340千円

貸倒引当金繰入額 42,887千円

貸倒損失  20,068千円

退職給付費用 19,600千円

賃借料  388,403千円

減価償却費  28,922千円

支払手数料  457,183千円

業務委託費  212,871千円

  

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は1.7％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98.3％で

あります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 64,595千円

役員報酬  231,226千円

給料手当及び賞与 1,372,288千円

賞与引当金繰入額 301,470千円

貸倒引当金繰入額 17,132千円

貸倒損失  7,983千円

退職給付費用 23,804千円

賃借料  346,279千円

減価償却費  27,591千円

支払手数料  317,661千円

業務委託費  245,913千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 3,497千円

機械及び装置  10,135千円

工具、器具及び備品 506千円

 計 14,139千円

  

機械及び装置  5,477千円

工具、器具及び備品 2千円

 計 5,479千円

※４．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

 当社は、原則として、事業用資産については事

業部を基準としてグルーピングを行なっており、

遊休資産については個別資産ごとにグルーピング

を行なっております。 

  事業用資産については、継続的な損失の発生によ

り帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失629

千円を計上しました。その内訳は建物及び構築物616

千円及び車両運搬具13千円であります。 

  当社における集合住宅向け通信統合サービスを提

供している寮、社宅などの減少により、遊休となっ

た電話加入権等について帳簿価額を市場価格に基づ

く正味売却価額まで減額し、減損損失15,470千円を

計上いたしました。 

用途 種類 

事業用資産 建物及び構築物等 

遊休資産 電話加入権 

※４．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

 当社は、原則として、事業用資産については事

業部を基準としてグルーピングを行なっており、

遊休資産については個別資産ごとにグルーピング

を行なっております。 

  当社における集合住宅向け通信統合サービスを提

供している寮、社宅などの減少により、遊休となっ

た電話加入権等について帳簿価額を市場価格に基づ

く正味売却価額まで減額し、減損損失100,039千円を

計上いたしました。 

  また、全社資産において遊休となった電話加入権

について帳簿価額を市場価格に基づく正味売却価額

まで減額し、減損損失567千円を計上いたしました。 

用途 種類 

遊休資産 
機械装置及び運搬具 
電話加入権 



（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 383,586 －  －  383,586 

合計 383,586 －  －  383,586 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 383,586 －  －  383,586 

合計 383,586 －  －  383,586 



（有価証券関係） 

 前事業年度（平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 当事業年度（平成22年３月31日） 

 子会社株式（貸借対照表計上額1,712,855千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、記載しておりません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 （千円）

 貸倒引当金 5,929,694

賞与引当金 39,886

退職給付引当金 29,832

債務保証損失引当金  719,421

減価償却限度超過額 1,398

ゴルフ会員権評価減額  3,565

投資有価証券評価損  20,281

電話加入権評価損 541,554

繰越欠損金  8,042,808

未払事業税 23,639

その他有価証券評価差額金  100

その他 44,552

繰延税金資産小計 15,396,737

評価性引当額 △11,836,261

繰延税金資産合計 3,560,475

   

繰延税金資産 （千円）

 貸倒引当金 2,647,628

賞与引当金 61,654

退職給付引当金 39,854

債務保証損失引当金  376,911

減価償却限度超過額 11,780

ゴルフ会員権評価減額  3,662

投資有価証券評価損  21,246

電話加入権評価損 571,635

繰越欠損金  10,139,442

未払事業税 17,696

その他 435,423

繰延税金資産小計 14,326,935

評価性引当額 △10,626,935

繰延税金資産合計 3,700,000

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △55

繰延税金負債合計 △55

繰延税金資産の純額 3,699,944

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因の主な項目別内訳 

   当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているた

め、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因の主な項目別内訳 

  

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
0.6 

住民税均等割等 0.4 

評価性引当額 △47.4 

その他 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.1 



（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       192.92円

１株当たり当期純損失金額   △2,142.86円

１株当たり純資産額       430.58円

１株当たり当期純利益金額     237.64円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額  
230.98円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期損失

であるため記載しておりません。 

  

 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損

失金額（△） 
    

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円） △24,207,010 2,684,494 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△24,207,010 2,684,494 

期中平均株式数（株） 11,296,567 11,296,567 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株）  － 325,759 

（うち新株予約権）  － 325,759 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

 平成21年３月19日 

 取締役会決議  371,600個 

──── 

  

  



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

―――― １．子会社との合併 

当社は、平成22年１月26日開催の取締役会において、

連結子会社である株式会社インボイスＪｒ．を吸収合併

することを決議し、平成22年４月１日に合併いたしまし

た。 

（1）合併の目的 

グループの事業運営の更なる効率化を図るため、同

社の吸収合併をいたしました。 

（2）合併の要旨 

① 合併期日（効力発生日） 

 平成22年４月１日 

② 合併方式 

 当社を存続会社とし、株式会社インボイスＪ

ｒ．を消滅会社とする吸収合併方式となります。 

③ 合併比率 

 当社は株式会社インボイスＪｒ．の全株式を所

有しているので、合併による新株の発行および資

本金の増加は行いません。 

④ 財産の引継 

   合併期日において、株式会社インボイスＪｒ．

の資産・負債及び権利義務の一切を引継ぎまし

た。 

⑤ 株式会社インボイスＪｒ．の概要 

 ・事業内容 

 企業向け通信統合サービス事業等 

 ・ 近事業年度末（平成22年３月31日現在）の資

産、負債及び純資産の額 

 資産                3,821,142千円 

 負債                3,263,907千円 

 純資産                557,234千円 

 ・直近期（平成21年４月１日 至 平成22年３月31

日）の売上高及び当期純利益 

 売上高             19,450,358千円 

 当期純利益            137,632千円 

⑥ 実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準適用指針第10号 終改正 平成19

年11月15日）に基づき、共通支配下の取引として

会計処理を行っています。 

  
 



前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ２．資本金の額の減少及び剰余金の処分 

当社は、平成22年５月20日開催の取締役会において、

平成22年６月23日に開催を予定している定時株主総会に

「資本金の額の減少の件」及び「剰余金の処分の件」を

付議することを決議しております。 

（1）資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的  

 今後の機動的かつ効率的な経営及び柔軟な資本政策

を可能とすることを目的として、資本金の額を減少

し、これにより欠損の填補を行うものであります。 

（2）減少する資本金の額 

当事業年度末の資本金の額17,341,347千円のうち、

11,294,951千円を減少させ、減少後の資本金の額を

6,046,396千円といたします。 

（3）剰余金の処分  

資本金の減少により増加するその他資本剰余金のう

ち、27,004,993千円を繰越利益剰余金に振替えること

により、欠損の填補を行います。これに伴い、その他

資本剰余金は3,300,000千円となり、欠損金は解消いた

します。 

（4）日程  

 平成22年５月20日 取締役会決議日 

 平成22年６月23日 定時株主総会決議日（予定） 

 平成22年６月26日 債権者異議申述催告公告日（予

定） 

 平成22年７月26日 債権者異議申述催告 終期日

（予定） 

 平成22年７月27日 効力発生日（予定） 



６．その他 

    役員の異動 

   該当事項はありません。 
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