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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22年６月30日）

（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 21,094 10.3 871 36.3 837 60.3 832 68.1

22年３月期第１四半期 19,131 △18.2 639 － 522 － 495 △97.0

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 73 68 71 66

22年３月期第１四半期 43 83 42 71

（２）連結財政状態

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 25,896 5,866 22.4 512 92

22年３月期 34,095 4,956 14.4 433 18

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,794百万円 22年３月期 4,893百万円

２．配当の状況

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 －  0 00 0 00

23年３月期 －      

23年３月期（予想）  0 00 －  0 00 0 00

（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）

（％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） 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

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」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　：有

新規　　－社　（社名）　－　　　　、除外　　　１社　（社名）株式会社インボイスＪｒ．

（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）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,680,153株 22年３月期 11,680,153株

②　期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 383,586株 22年３月期 383,586株

③　期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,296,567株 22年３月期１Ｑ 11,296,567株

※　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報告書のレビュー手続の対象外であり、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終了していません。

 

※　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。
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における国内経済は、世界経済を揺るがした金融不安によるダメージから緩やかに回復を見せてお

り、国内の通信業界においても、移動通信市場における「スマートフォン」を含む多種多様な端末の提供、固定通

信と移動通信のサービス融合などが進展しつつあり、各社間の顧客獲得競争が新たな局面を迎えております。

　　このような状況の中、当社グループは、本業の通信事業に経営資源を集約することで更なる顧客基盤の拡大を図

るとともに、不採算顧客への対応強化、顧客ニーズに適合した通信プランのコンサルティング等による顧客サービ

スへの取組み、組織のスリム化の推進など、採算性の見直しを中心とした事業活動により業績の向上に努めてまい

りました。同時に販管費等のコスト削減を図り収益性の向上にも努めてまいりました。

　上記の結果、当連結会計年度の第１四半期の連結業績につきましては、売上高は21,094,162千円（前年同期比

10.3％増）、営業利益は871,051千円（前年同期比36.3％増）、経常利益は837,775千円（前年同期比60.3％増）、

第１四半期純利益は832,327千円（前年同期比68.1％増）と、大幅な増収増益となりました。

　なお、当第１四半期におきまして、グループの事業運営の更なる効率化を目的として、連結子会社でありました

株式会社インボイスＪｒ．を平成22年４月１日付をもって吸収合併いたしております。この合併による当社グルー

プ業績に与える影響はありません。

　　また、投資不動産の売却に伴い、有限会社ＤＹＮサラデベロップメント、合同会社ディーシー・インベストメン

ト・ワン、一般社団法人ディーシー・パートナーズ・ワンを連結の範囲から除外しております。

 

（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１四半期末の資産の部合計は、25,896,333千円（前連結会計年度末は34,095,079千円）となり、8,198,746千

円の減少となりました。主な減少内容は、投資不動産の減少によるものであります。

　負債の部合計は、20,029,733千円（前連結会計年度末は29,138,659千円）となり、9,108,925千円の減少となりま

した。主な減少内容は、投資不動産の減少に伴う借入金の返済9,200,000千円によるものであります。純資産の部合

計は、主に利益剰余金が900,830千円増加し、5,866,599千円（前連結会計年度末は4,956,420千円）となりました。

　  ② キャッシュ・フローの状況　

当第１四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

1,676,398千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー861,078千円の増加、財務活動によるキャッシュ・フロー

921,327千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1,616,149千円増加し、4,082,156千円とな

りました。
 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は、1,676,398千円となりました。　

　主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益834,485千円、仕入債務の増加1,342,781千円があった一方で、

たな卸資産の増加304,203千円、債務保証履行による支払額102,000千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、861,078千円となりました。

　 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604,344千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、921,327千円となりました。

　  主な要因としましては、長期借入金の返済による支出910,400千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22年５月20日に公表いたしました当第２四半期連結累計期間及び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、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。



２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

　当社は、平成22年４月１日付けをもって株式会社インボイスＪｒ．を吸収合併いたしました。

 

（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

　① 資産除去債務に関する会計基準の適用

　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。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　② 企業結合に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26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」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年

12月26日）を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

 

 

（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。

 



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 4,082,156 2,466,579

受取手形及び売掛金 14,501,734 14,475,535

原材料及び貯蔵品 275,969 70

未成工事支出金 92,796 64,492

繰延税金資産 1,104,339 1,104,093

その他 667,123 1,073,796

貸倒引当金 △53,993 △40,700

流動資産合計 20,670,127 19,143,866

固定資産   

有形固定資産 380,370 370,547

無形固定資産   

のれん 1,169,532 1,190,796

その他 302,380 301,997

無形固定資産合計 1,471,913 1,492,794

投資その他の資産   

投資有価証券 243,593 245,989

投資不動産 － 9,065,719

敷金及び保証金 441,076 471,332

破産更生債権等 724,124 1,330,843

繰延税金資産 2,602,290 2,602,270

その他 19,701 31,200

貸倒引当金 △656,864 △659,483

投資その他の資産合計 3,373,921 13,087,871

固定資産合計 5,226,205 14,951,212

資産合計 25,896,333 34,095,079

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,323,036 8,980,255

短期借入金 1,163,500 10,359,200

未払法人税等 17,878 113,153

賞与引当金 85,914 153,353

債務保証損失引当金 408,000 408,000

その他 922,650 1,014,536

流動負債合計 12,920,980 21,028,499

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 6,255,200 7,169,900

退職給付引当金 102,024 97,947

債務保証損失引当金 416,300 518,300

その他 135,228 124,012

固定負債合計 7,108,753 8,110,160

負債合計 20,029,733 29,138,659



（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) 

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 △25,976,368 △26,877,198

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 5,794,230 4,893,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 80

評価・換算差額等合計 51 80

新株予約権 72,316 62,939

純資産合計 5,866,599 4,956,420

負債純資産合計 25,896,333 34,095,079



（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 19,131,536 21,094,162

売上原価 17,419,862 19,204,761

売上総利益 1,711,673 1,889,401

販売費及び一般管理費 1,072,455 1,018,350

営業利益 639,218 871,051

営業外収益   

受取利息 585 481

受取配当金 5 5

仕入割引 22,492 16,348

保険解約返戻金 － 16,083

その他 4,460 4,042

営業外収益合計 27,543 36,961

営業外費用   

支払利息 125,788 68,939

その他 18,342 1,297

営業外費用合計 144,130 70,236

経常利益 522,631 837,775

特別損失   

固定資産除却損 994 171

減損損失 1,449 770

投資有価証券評価損 － 2,347

特別損失合計 2,443 3,289

税金等調整前四半期純利益 520,187 834,485

法人税、住民税及び事業税 23,185 2,405

法人税等調整額 1,837 △246

法人税等合計 25,023 2,158

少数株主損益調整前四半期純利益 － 832,327

四半期純利益 495,164 832,327



（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 520,187 834,485

減価償却費 27,556 25,449

減損損失 1,449 770

のれん償却額 22,216 21,264

株式報酬費用 － 9,377

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,967 10,673

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,665 △67,439

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,883 4,077

受取利息及び受取配当金 △590 △486

保険解約返戻金 － △16,083

支払利息 125,788 68,939

固定資産除却損 994 171

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,347

売上債権の増減額（△は増加） △667,094 △23,824

たな卸資産の増減額（△は増加） △453,152 △304,203

仕入債務の増減額（△は減少） 162,129 1,342,781

未払費用の増減額（△は減少） △5,358 98,278

その他 16,307 △86,302

小計 △288,380 1,920,276

利息及び配当金の受取額 94 64

利息の支払額 △164,822 △66,077

債務保証履行による支払額 △334,000 △102,000

法人税等の支払額 △57,522 △75,865

営業活動によるキャッシュ・フロー △844,631 1,676,398

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 △40,614 △8,730

有形及び無形固定資産の売却による収入 8,200 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 208,135

貸付けによる支出 △750 －

貸付金の回収による収入 2,553 990

保険の解約による収入 － 16,083

破産更生債権等の回収による収入 632,344 604,344

敷金及び保証金の返還による収入 58,165 30,256

その他 41,248 10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 701,147 861,078

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 △1,046,344 △910,400

リース債務の返済による支出 △6,340 △10,626

配当金の支払額 △1,761 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,054,446 △921,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,197,930 1,616,149

現金及び現金同等物の期首残高 2,945,411 2,466,579

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △572

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,747,481 4,082,156



　（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）

 

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 18,512,796 533,837 84,902 19,131,536 － 19,131,536

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,932 － － 3,932 　(3,932) －

計 18,516,728 533,837 84,902 19,135,468 　(3,932) 19,131,536

営業利益又は営業損失（△） 538,007 144,619 △43,408 639,218 － 639,218

（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．当第１四半期連結累計期間において、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〕

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）

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〕

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。



　〔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。

　当社は、法人顧客向けの通信料金一括請求サービス、国際通信サービス及び企業寮等の集合住宅に居住する個

人利用者向けの電話・インターネットサービスを主な事業とし、経営・運営していることから、サービスの種

類・性質・類似性等を考慮し、「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」

を報告セグメントとしております。
 

　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）

報告セグメント

調整額
（千円）

四半期連結
損益計算書
計上額
（千円）

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）

計
（千円）

その他
（千円）
（注）

合計
（千円）

売上高        

（1）外部顧客への売上高 20,502,330 505,021 21,007,352 86,810 21,094,162 － 21,094,162

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,356 － 1,356 － 1,356 　(1,356) －

計 20,503,687 505,021 21,008,709 86,810 21,095,519 　(1,356) 21,094,162

セグメント利益又は損失

（△）
748,809 129,196 878,006 △6,954 871,051 － 871,051

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調工事事業、サービスオフィス事業

等を含んでおります。

 

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

（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。

 

 



（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。
 

　（追加情報）

　当社は、平成22年６月23日開催の定時株主総会において、資本金の額の減少ならびに剰余金の処分について

決議し、平成22年８月１日に、次のとおり、減資ならびに剰余金の処分をしております。

　１．資本金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

繰越欠損金を填補し財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む資本政策の柔軟性を確保するため、

会社法第447 条第1 項の規定に基づき資本金の額の減少を行った上で、会社法第452 条の規定に基づき欠損

の填補に充当いたしました。

　２．資本金の額の減少

　　　　　（1）減少する資本金の額

　平成22年３月31日現在の資本金の額17,341,347千円を11,294,951千円減少させ、その他資本剰余金への

振り替えをいたしました。

　（2）資本金の額の減少の方法

　発行済株式総数の数の変更を行わず、資本金の額のみを減少しました。

　３．剰余金の処分

　資本金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金30,304,993千円を27,004,993千円減少して、繰越利

益剰余金を増加させ、欠損填補に充当いたしました。

　（1）減少する剰余金の項目および金額

　その他資本剰余金 27,004,993千円

　（2）増加する剰余金の項目および金額

　繰越利益剰余金 27,004,993千円

 

　（７）賃貸等不動産に関する注記

　　当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

　 　 当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社でありました有限会社ＤＹＮサラデベロップメント

が保有しておりましたホテル開発プロジェクトに伴う不動産を売却いたしました。これにより、連結貸借対照

表計上額（前連結会計年度末の投資不動産残高9,065,719千円）はなくなりました。なお、不動産売却における

損益に与える影響はありません。
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