
   

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年6月30日） 

  

平成21年3月期第2四半期の累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年3月期第1四半期における対前
年同四半期増減率については記載しておりません。 
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  576  6.7  101  212.8  101  207.7  51  794.7

22年3月期第１四半期  540  －  32  －  32  －  5  －

  
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 

23年3月期第１四半期  789  58  741  94

22年3月期第１四半期  85  46  79  96

  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 

23年3月期第１四半期  1,899  1,571  82.7  24,112  64

22年3月期  1,950  1,571  80.6  24,123  06

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 1,571百万円 22年3月期 1,571百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －        0 00 －      800 00  800  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 －      900 00  900  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  1,190  7.8  140  28.0  140  27.2  70  54.1  1,074  26

通期  2,450  8.5  350  16.5  350  16.4  175  17.7  2,685  66



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．7「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

新規      －社 （－）                        、除外        －社  （－） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の

 開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は完了しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ

 いており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件及

 び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）6ページ「連結業績予想に 

 関する定性的情報」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 68,151株 22年3月期 68,151株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 2,990株 22年3月期 2,990株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 65,161株 22年3月期１Ｑ 67,289株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国の経済は、一連の経済政策や

景気対策、並びに拡大が続く新興国需要等の効果により、緩やかな回復傾向に入ったとみられるものの、米国経済の

回復の遅れや欧州諸国の財政危機に端を発した金融不安の顕在化等による円高の影響もあり、依然として先行き不透

明な状況が続いております。加えて、海外景気の下振れ懸念や国内物価動向のデフレ傾向による影響等もあり、国内

消費の回復ペースは依然として遅く、企業を取り巻く環境は厳しい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は、住宅ローン減税の拡充や非課税枠の拡大等の政策効果もあ

り、また、新築分譲マンション市場を中心に供給が絞られたこともあり、一部市況に底打ち感がみられました。一方

で、2009年度に80万戸を割り込んだ新設住宅着工戸数は、今年度は回復傾向が伝えられるものの、今後も人口減少に

つられて基調としては伸び悩むものとみられており、市況全般としても、需要の低迷基調や販売競争の激化等から本

格的な回復とまでは至っておらず、総じて低調に推移しました。 

売買仲介市場におきましては、新築市場の品薄感の波及効果として首都圏では回復基調にあると伝えられており、

居住用賃貸仲介市場におきましては、地域による入居率等ばらつきはあるものの、売買・賃貸共に入居者獲得の競争

は厳しさを増しているとみられております。そのような環境において、消費者の不動産探しは着実にインターネット

経由に傾斜してきており、モバイル版ホームページの導入等、消費者のニーズに対応するためのシステム武装に前向

きに取り組む傾向が顕著になりつつあります。 

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、各企業における多額の初期投資に対す

る抑制ニーズは強く、IT業界全体としては厳しい状況が続いているものの、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す。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・コンピューティング」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

手法は、着実に普及し、定着しつつあります。官公庁や民間企業等のエンタープライズ向けのサービス並びに個人向

けサービスにおいても、「クラウド・コンピューティング」を利用した具体的事例が注目されており、「SaaS（ソフ

トウェア・アズ・ア・サービス）」や「クラウド・コンピューティング」への期待感は、今後ますます高まるものと

見られております。 

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も注力し、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、景気低迷の影響は見られるものの、初期投資を抑制しながら、消費者ニーズへの対応、

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、当社の顧客層は着実に拡

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１四半期連結累計期間における売上高は576,180千円（前年同期比6.7％増）、営業利益は

101,057千円（前年同期比212.8％増）、経常利益は101,204千円（前年同期比207.7％増）、四半期純利益は51,449千

円（前年同期比794.7%増）となりました。 

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取引消去前の金額で記

載しております。 

①ＡＳＰソリューション事業 

 当第１四半期連結累計期間における営業体制については、平成22年4月に入社した新卒10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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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当社の不動産会社向けＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスの開発については、既存の各商品・サービスの機能拡

充を随時実施すると共に、来年（平成23年）秋頃のリリースに向けて、各商品・サービス間の基本ライセンスや付随

する各種オプション機能の統合化に係る作業に着手しており、より使いやすいＡＳＰ・SaaS形態の商品・サービスの

投入・開発に注力してまいりました。 

また、社内業務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）向上へ向けた社内業務体制の強化について推進してまいりました。 

（ⅰ）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。 

当第１四半期連結累計期間においては、ＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスのリリースに伴い、既存顧客への

アップセル（追加機能・サービスの導入）が堅調であることに加えて、新規顧客につきましてもサービス開始当初

から複数サービスの導入が見込める中堅規模の不動産会社（比較的顧客単価の高い顧客）を獲得してきておりま

す。 

一方で、比較的小口の顧客を中心に事業の見直しや費用削減を目的としたサービス内容の見直しや解約が想定よ

り若干多くあり、加えて大口顧客の解約も重なり、結果的に顧客数は横ばい基調となりましたが、顧客平均月額単

価及び毎月の売上高は、既存顧客へのアップセル及び比較的顧客単価の高い新規顧客を獲得したこと等により、当

該解約の影響分をカバーし、引き続き前年同期比ベースで増収基調を維持してまいりました。 

これにより、ＡＳＰサービスの総顧客数は当第１四半期連結累計期間末時点で申込ベース1,556社（2,267店舗）

となり、売上高は350,700千円（前年同期比15.2％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１四半期連結会計期間において、４月実績約76,300円

／社、５月実績約76,700円／社、６月実績約74,300円／社となっております。 

（※）物販等を除く、「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が順調に推移し、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）は、ほぼ前年並み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、アドヴァンストＡＳＰサービス全体の売上高は215,193千円（前年同

期比2.9％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が順調に推移し、売上高は10,436千円（前

年同期比21.5％増）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560,749千円（前年同期比12.2％増）、フロー要素売上高15,580千円（前期同期比55.4％減）となっ

ており、ストック要素売上高が占める割合は97.3％（前年同期93.5％）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、益々進んでまいりました。 

（ⅱ）売上原価 

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

ス等のシステム・ソフトウェアの減価償却費及びシステム管理に係る費用、並びに開発に係る人件費等が計上され

た結果、232,342千円（前年同期比14.2％減）となりました。また、当第１四半期連結累計期間に開発した自社開発

（ＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービス等）に係る部分については、製造原価からソフトウェア仮勘定（資産科

目）へ振替をしており（完成・リリース時点でソフトウェア勘定に計上）、その振替額は82,158千円（前年同期比

39.6％増）となっております。 

（ⅲ）販売費及び一般管理費 

主に平成22年４月入社の新卒営業を含めた人件費及び営業活動に係る費用等が増加した結果、243,321千円（前年

同期比4.8％増）となりました。 

以上の結果、当第１四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576,330千円（前年同期比

7.8％増）、営業利益は100,666千円（前年同期比219.3％増）となりました。 
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 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。 

 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。 

（注）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。 

（注）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22年１月～６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。 

（注）物販等のサービスを除く 

品目 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６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） 
 304,378  56.9  350,700  60.9  46,321  15.2

アドヴァンストＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ開発業務） 
 221,619  41.5  215,193  37.3  △6,425  △2.9

ネットワーク・ソリューション  8,592  1.6  10,436  1.8  1,843  21.5

合    計  534,590  100.0  576,330  100.0  41,739  7.8

要素 品目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６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 

（％） 

 ストック要素 

（※１） 
 ＡＳＰサービス  304,378  56.9  350,700  60.9  46,321  15.2

   ネットワーク・ソリューション  8,592  1.6  10,436  1.8  1,843  21.5

  
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター） 
 160,921  30.1  176,974  30.7  16,053  10.0

  
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス） 
 25,792  4.9  22,637  3.9  △3,154  △12.2

  小計  499,684  93.5  560,749  97.3  61,064  12.2

 フロー要素 

（※２） 

 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発） 
 34,905  6.5  15,580  2.7  △19,324  △55.4

   合計  534,590  100.0  576,330  100.0  41,739  7.8

  
平成22年 

 1月   2月  3月   4月   5月   6月  

社数 
サービス提供ベース（社） 1,589 1,590 1,578 1,548 1,544 1,530 

申込ベース（社） 1,623 1,613 1,604 1,572 1,560 1,556 

店舗数 
サービス提供ベース（店舗） 2,480 2,500 2,494 2,252 2,249 2,230 

申込ベース（店舗） 2,543 2,541 2,535 2,293 2,280 2,267 
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  平成22年１月～６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。 

（注）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。 

  

②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、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）を中心とした事業運営をしてまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間においては、売上高は900千円（前年同期比86.5％減）、営業利益は82千円（前年同期

比89.4％減）となっております。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

①資産 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は1,899,621千円となり、前連結会計年度末から51,317千円の減少

となりました。 

 このうち、当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は826,468千円であり、前連結会計年度末から

89,149千円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が74,165千円、受取手形及び売掛金が14,582千円及び繰

延税金資産が15,582千円減少したこと等によるものであります。 

 また、当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は1,073,152千円となり、前連結会計年度末から

37,831千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及び

ソフトウェア仮勘定が合計で51,898千円増加したこと等によるものであります。 

②負債 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は328,417千円となり、前連結会計年度末から50,638千円の減少と

なりました。 

このうち、当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は258,683千円であり、前連結会計年度末から

46,237千円の減少となりました。これは主に、前連結会計年度に係る法人税等の支払に伴う未払法人税等が54,128千

円減少及び賞与支給に伴う賞与引当金が27,119千円減少したこと等によるものであります。 

また、当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は69,733千円となり、前連結会計年度末から4,401千

円の減少となりました。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。 

③純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,571,203千円となり、前連結会計年度末から678千円の減少

となりました。これは、四半期純利益の計上による利益剰余金が51,449百万円増加した一方、配当金実施による利益

剰余金が52,128千円減少したことによるものであります。 

④キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会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、550,716千円（前第１四

半期連結会計期間の資金期末残高637,584千円）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。 

（ⅰ）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１四半期連結累計期間において69,180千円の増加（前年同期307千円の増加）と

なりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益97,938千円、減価償却費63,663千円、売上債権の減少額

16,045千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額82,160千円、賞与引当金の減少額27,119千円、未払消費税

等の減少額11,937千円等であります。 

  
平成22年 

1月  2月  3月   4月   5月   6月  

１社あたり顧客平均月額単価（円） 74,800 75,400 75,200 76,300 76,700 74,300 

１店舗あたり顧客平均月額単価（円） 47,900 47,900 47,600 52,500 52,700 51,000 
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（ⅱ）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１四半期連結累計期間において101,777千円の減少（前年同期74,529千円の減

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103,222千円等であります。 

（ⅲ）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１四半期連結累計期間において41,568千円の減少（前年同期26,815千円の減少）

となりました。支出は、配当金の支払額41,568千円であります。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、当第１四半期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22年５月14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23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       2,450百万円（前期比  8.5％増）     

営業利益       350百万円（前期比 16.5％増） 

経常利益       350百万円（前期比 16.4％増） 

当期純利益      175百万円（前期比 17.7％増） 

 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、当社の業績見通しに影響を与える可能性があります。     

参考：平成23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。 

（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取引消去前の金額で記載しております。  

要素 品目 
 実績 

 平成22年３月期 
（百万円）  

 業績予想 
 平成23年３月期 

（百万円） 

対前年 
増減率 
（％） 

 ストック要素  ＡＳＰサービス  1,307  1,530  17.0

   ネットワーク・ソリューション  41  43  4.8

  
 アドヴァンストＡＳＰサービス 

（ヤフー入稿センター） 
 685  685  △0.1

  
 アドヴァンストＡＳＰサービス 

（広告関連サービス） 
 100  92  △8.4

  小計  2,134  2,350  10.1

 フロー要素 
 アドヴァンストＡＳＰサービス 

（受託開発） 
 117  100  △14.7

   合計  2,251  2,450  8.8
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ168千円減少し、税金等調整前四半期純利益が2,728千円減少してお

ります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 550,716 624,882

受取手形及び売掛金 219,108 233,691

商品 325 414

仕掛品 2,042 538

前払費用 34,960 31,653

繰延税金資産 12,939 28,522

その他 11,819 1,239

貸倒引当金 △5,443 △5,323

流動資産合計 826,468 915,618

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 44,198 44,198

減価償却累計額 △21,180 △20,226

建物附属設備（純額） 23,018 23,972

工具、器具及び備品 387,665 386,510

減価償却累計額 △293,692 △282,322

工具、器具及び備品（純額） 93,973 104,187

有形固定資産合計 116,991 128,160

無形固定資産   

商標権 1,244 1,296

ソフトウエア 519,218 560,134

ソフトウエア仮勘定 254,840 162,026

無形固定資産合計 775,303 723,457

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 142,691 146,864

破産更生債権等 7,903 12,311

長期前払費用 3,874 4,140

繰延税金資産 4,099 2,504

貸倒引当金 △7,903 △12,311

投資その他の資産合計 180,857 183,702

固定資産合計 1,073,152 1,035,320

資産合計 1,899,621 1,950,938
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 132,398 125,899

未払法人税等 34,890 89,018

前受金 34,251 32,788

預り金 28,195 7,691

賞与引当金 10,298 37,417

その他 18,649 12,104

流動負債合計 258,683 304,921

固定負債   

預り保証金 69,733 74,134

固定負債合計 69,733 74,134

負債合計 328,417 379,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 614,810 614,810

資本剰余金 704,578 704,578

利益剰余金 367,720 368,399

自己株式 △115,905 △115,905

株主資本合計 1,571,203 1,571,882

純資産合計 1,571,203 1,571,882

負債純資産合計 1,899,621 1,950,938
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 540,194 576,180

売上原価 270,898 232,342

売上総利益 269,296 343,837

販売費及び一般管理費 236,992 242,779

営業利益 32,303 101,057

営業外収益   

受取利息 48 118

貸倒引当金戻入額 516 －

雑収入 21 27

営業外収益合計 585 146

経常利益 32,889 101,204

特別損失   

固定資産除却損 841 －

貸倒引当金繰入額 12,710 705

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,559

特別損失合計 13,551 3,265

税金等調整前四半期純利益 19,337 97,938

法人税、住民税及び事業税 1,508 32,500

法人税等調整額 12,078 13,988

法人税等合計 13,587 46,488

少数株主損益調整前四半期純利益 － 51,449

四半期純利益 5,750 51,449
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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 19,337 97,938

減価償却費 57,999 63,663

固定資産除却損 841 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,194 △4,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,160 △27,119

受取利息及び受取配当金 △48 △118

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,559

売上債権の増減額（△は増加） 23,808 16,045

破産更生債権等の増減額（△は増加） △12,802 4,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,100 △1,465

未払金の増減額（△は減少） 12,580 △2,181

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,500 △11,937

預り保証金の増減額（△は減少） 1 △4,401

その他 30,097 18,116

小計 90,248 151,219

利息及び配当金の受取額 50 121

法人税等の支払額 △89,991 △82,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 307 69,180

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 △17,336 △319

無形固定資産の取得による支出 △57,219 △102,903

敷金及び保証金の回収による収入 225 1,445

敷金及び保証金の差入による支出 △200 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,529 △101,777

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 900 －

配当金の支払額 △27,715 △41,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,815 △41,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,037 △74,165

現金及び現金同等物の期首残高 738,622 624,882

現金及び現金同等物の四半期末残高 637,584 550,716
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 該当事項はありません。   

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （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・仲介及び鑑定並びにコンサルティング業務等 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準） 

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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結

会計期間に着手した案件から、当第１四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。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、ＡＳＰソリューション事業において売上高は

14,409千円、営業利益は9,451千円増加しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高がないため、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）セグメント情報

  
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  534,440  5,754  540,194  －  540,194

(2）セグメント間の内部売上高又 

は振替高 
 150  900  1,050  (1,050)  －

計  534,590  6,654  541,244  (1,050)  540,194

営業利益  31,527  776  32,303  －  32,303
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社及び連結子会社１社で構成される当社グループは、親会社（当社）においてＡＳＰソリューション事業

を展開しており、連結子会社において不動産事業を展開しております。したがって、当社は「ＡＳＰソリュー

ション事業」及び「不動産事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ＡＳＰソリューション事業」は、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

を行っており、主なサービスとして、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

ューションを提供しております。「不動産事業」は、主に不動産の売買仲介および賃貸仲介の業務を行ってお

ります。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額309千円は、セグメント間取引消去の金額であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報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20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

 該当事項はありません。  

  

  

  
  

  
報告セグメント  

  調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

ASPソリュー
ション事業 

不動産事業 合計 

売上高                              

外部顧客に対する売上高  576,180  －  576,180  －  576,180

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 150  900  1,050  (1,050)  －

計  576,330  900  577,230  (1,050)  576,180

セグメント利益  100,666  82  100,748  309  101,057

（６）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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