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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 42,812 9.9 1,919 41.1 1,830 57.1 1,886 79.5
22年3月期第2四半期 38,945 △7.8 1,360 ― 1,164 ― 1,050 △77.5

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2四半期 167.04 162.69
22年3月期第2四半期 93.03 90.36

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2四半期 25,492 6,929 26.9 606.29
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2四半期  6,848百万円 22年3月期  4,893百万円

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  
 

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 ― 0.00
23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 80,000 0.1 3,100 2.7 2,900 7.4 2,900 9.7 256.72



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q 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2Q 11,296,567株 22年3月期2Q 11,296,567株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期における国内経済は、海外経済の改善を起点として、緩やかに回復しつつありますが、株安や急激
な円高に加え、失業率が高水準にあるなど、国内景気の先行きに懸念が強まっており、依然として厳しい状況にあ
ります。 
国内の通信業界におきましては、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各社でそろいつつあり、各社間の顧客獲得競争が一段と厳しさを増しており
ます。 
  このような状況の中、当社グループは、引き続き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
客サービスの充実などに取り組み、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。 
上記の結果、当連結会計年度の第２四半期累計期間の連結業績につきましては、売上高は42,812,678千円（前年

同期比9.9％増）、営業利益は1,919,451千円（前年同期比41.1％増）、経常利益は1,830,061千円（前年同期比
57.1％増）、第２四半期純利益は1,886,966千円（前年同期比79.5％増）と、大幅な増収増益となりました。 
  なお、連結子会社でありました株式会社インボイスエンターテインメントは、当第２四半期連結累計期間におき
まして清算結了したため、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２四半期連結累計期間末の資産の部合計は、25,492,786千円（前連結会計年度末は34,095,079千円）とな

り、8,602,292千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、18,563,337千円（前連結会計年度末は29,138,659千円）となり、10,575,322千円の減少となり

ました。主な減少内容は、借入金の返済10,261,710千円によるものであります。純資産の部合計は、6,929,449千

円（前連結会計年度末は4,956,420千円）となり、1,973,029千円の増加となりました。なお、当第２四半期におい

て、資本金の額の減少ならびに剰余金の処分を実施しております。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間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1,502,437千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー1,001,407千円の増加、財務活動によるキャ

ッシュ・フロー1,264,468千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1,239,375千円増加し、

3,705,382千円となりました。 

  

（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、1,502,437千円となりました。 

 主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益1,891,770千円、仕入債務の増加338,104千円があった一方

で、売上債権の増加337,515千円、債務保証履行による支払額218,300千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、1,001,407千円となりました。 

 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745,243千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、1,264,468千円となりました。 

 主な要因としましては、長期借入金の返済による支出1,361,710千円、社債の償還による支出180,000千円等によ

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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 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 

 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。 

  

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,705,382 2,466,579

受取手形及び売掛金 14,817,192 14,475,535

原材料及び貯蔵品 70 70

未成工事支出金 165,839 64,492

繰延税金資産 1,104,093 1,104,093

その他 641,657 1,073,796

貸倒引当金 △53,336 △40,700

流動資産合計 20,380,898 19,143,866

固定資産   

有形固定資産 366,780 370,547

無形固定資産   

のれん 1,148,268 1,190,796

その他 297,518 301,997

無形固定資産合計 1,445,786 1,492,794

投資その他の資産   

投資有価証券 243,669 245,989

投資不動産 － 9,065,719

敷金及び保証金 438,934 471,332

破産更生債権等 581,458 1,330,843

繰延税金資産 2,602,259 2,602,270

その他 18,378 31,200

貸倒引当金 △585,379 △659,483

投資その他の資産合計 3,299,321 13,087,871

固定資産合計 5,111,888 14,951,212

資産合計 25,492,786 34,095,079

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,318,359 8,980,255

短期借入金 1,421,900 10,359,200

未払法人税等 7,569 113,153

賞与引当金 167,602 153,353

債務保証損失引当金 408,000 408,000

その他 743,161 1,014,536

流動負債合計 12,066,593 21,028,499



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

固定負債   

社債 100,000 200,000

長期借入金 5,845,490 7,169,900

退職給付引当金 106,634 97,947

債務保証損失引当金 300,000 518,300

その他 144,619 124,012

固定負債合計 6,496,743 8,110,160

負債合計 18,563,337 29,138,659

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,046,396 17,341,347

資本剰余金 3,412,965 19,123,006

利益剰余金 2,083,264 △26,877,198

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 6,848,870 4,893,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97 80

評価・換算差額等合計 97 80

新株予約権 80,481 62,939

純資産合計 6,929,449 4,956,420

負債純資産合計 25,492,786 34,095,079



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 38,945,639 42,812,678

売上原価 35,472,506 39,020,827

売上総利益 3,473,133 3,791,850

販売費及び一般管理費 2,112,517 1,872,398

営業利益 1,360,616 1,919,451

営業外収益   

受取利息 2,017 1,985

受取配当金 5 5

仕入割引 50,559 44,771

保険解約返戻金 － 16,083

金利スワップ評価益 12,657 －

その他 19,596 15,647

営業外収益合計 84,835 78,492

営業外費用   

支払利息 249,249 130,065

支払手数料 － 35,994

その他 31,296 1,821

営業外費用合計 280,545 167,882

経常利益 1,164,905 1,830,061

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 70,441

特別利益合計 － 70,441

特別損失   

固定資産除却損 1,890 756

減損損失 2,573 5,628

投資有価証券償還損 17,323 －

投資有価証券評価損 33,818 2,347

債権譲渡損 5,000 －

特別損失合計 60,606 8,731

税金等調整前四半期純利益 1,104,299 1,891,770

法人税、住民税及び事業税 53,973 4,804

法人税等調整額 △640 －

法人税等合計 53,333 4,804

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,886,966

四半期純利益 1,050,966 1,886,966



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,104,299 1,891,770

減価償却費 54,791 52,364

減損損失 2,573 5,628

のれん償却額 44,433 42,528

株式報酬費用 － 17,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,302 △61,468

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,993 14,248

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,336 8,686

受取利息及び受取配当金 △2,022 △1,990

支払利息 249,249 130,065

保険解約返戻金 － △16,083

金利スワップ評価損益（△は益） △12,657 －

固定資産除却損 1,890 756

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） 33,818 2,347

債権譲渡損 5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,172,931 △337,515

たな卸資産の増減額（△は増加） △427,899 △101,346

仕入債務の増減額（△は減少） 414,201 338,104

未払費用の増減額（△は減少） △18,288 36,839

その他 75,299 △99,394

小計 462,712 1,923,084

利息及び配当金の受取額 1,024 1,139

利息の支払額 △284,412 △127,603

債務保証履行による支払額 △585,527 △218,300

法人税等の支払額 △57,522 △75,883

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 △206,211 1,502,437

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 △12,364

有形及び無形固定資産の売却による収入 8,200 －

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

投資有価証券の償還による収入 191,236 208,135

貸付金の回収による収入 3,640 2,211

貸付けによる支出 △1,050 △300

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 2,890,887 745,243

敷金及び保証金の返還による収入 63,015 32,880

その他 41,016 9,518

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,106,331 1,001,407



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） － 300,000

長期借入金の返済による支出 △2,455,342 △1,361,710

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 △12,857 △22,228

配当金の支払額 △2,865 △530

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,651,064 △1,264,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 249,054 1,239,375

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 3,194,466 3,705,382



 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〕 

前第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〕 

前第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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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



〔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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

 （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） 

 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。 

  

  

報告セグメント

その他
（千円）
（注） 

合計 
（千円） 

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） 

売上高    

(1）外部顧客への売上高  41,676,694  994,868  42,671,562  141,115  42,812,678  －  42,812,678

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,701  －  2,701  －  2,701 (2,701)  －

計  41,679,395  994,868  42,674,264  141,115  42,815,379 (2,701)  42,812,678

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,658,162  278,457  1,936,620  △17,168  1,919,451  －  1,919,451



 当社は、平成22年８月１日付で、欠損填補に伴う減資を行いました。 

 当第２四半期連結累計期間において資本金が11,294,951千円、資本剰余金15,710,041千円がそれぞれ減少してお

り、利益剰余金が27,004,993千円増加しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末における資本金が

6,046,396千円、資本剰余金が3,412,965千円となっております。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー11: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー12: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー13: ㈱インボイス（9448）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -


