
平成２３年２月１４日

平成２３年３月期第３四半期決算説明資料



税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高
《ご参考》

【平成２２年３月期第３四半期】

1,922 1,8411,9442,19958,912インボイス
（旧・インボイス ＋ インボイスＪｒ.）

1,875 1,7951,8872,14559,084平成２２年３月期

第３四半期実績（連結）

（単位：百万円）

平成２３年３月期第３四半期決算の概要平成２３年３月期第３四半期決算の概要

1

インボイスは、平成22年4月1日付でインボイスJr.を吸収合併したため、『インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）』と表記しております。
連結実績には、インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）以外の連結子会社の実績が含まれております。

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２３年３月期第３四半期】

（＋38.6％）（＋33.2％）（＋31.9％）（＋22.5％）（＋10.0％）（前年同期比）

2,559 2,5522,5632,69564,788インボイス
（旧・インボイス ＋ インボイスＪｒ.）

（前年同期比） （＋40.9％）（＋35.2％）（＋36.5％）（＋26.2％）（＋9.9％）

2,536 2,5292,5762,70764,904
平成２３年３月期

第３四半期実績（連結）

インボイスは、平成22年4月1日付でインボイスJr.を吸収合併したため、『インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）』と表記しております。
連結実績には、インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）以外の連結子会社の実績が含まれております。



平成２３年３月期第３四半期決算の概要 － 連 結平成２３年３月期第３四半期決算の概要 － 連 結
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（単位：百万円）

連 結 売 上 高連 結 売 上 高

（単位：百万円）

連結営業利益・経常利益・当期純利益連結営業利益・経常利益・当期純利益

【営業利益・経常利益】
営業利益は、前年同期比＋26.2％の増益。

経常利益は、前年同期比＋36.5％の増益。

上記増収要因とともに、経費をはじめとしたコストの削減、

また、有利子負債の削減による利払い負担の軽減等により、

収益性が向上。

【当期純利益】
当期純利益は、前年同期比＋40.9％の増益。

上記増益要因とともに、税負担が引続き軽い。

【営業利益・経常利益】
営業利益は、前年同期比＋26.2％の増益。

経常利益は、前年同期比＋36.5％の増益。

上記増収要因とともに、経費をはじめとしたコストの削減、

また、有利子負債の削減による利払い負担の軽減等により、

収益性が向上。

【当期純利益】
当期純利益は、前年同期比＋40.9％の増益。

上記増益要因とともに、税負担が引続き軽い。

２

【売上高】
前年同期比＋9.9％の増収。

『通信料金一括請求サービス』が事業全体を牽引。

顧客数の増加により収益基盤を拡充。

1,795

平成２２年３月期第３四半期 平成２３年３月期第３四半期



通信事業の業績推移 － 売上高通信事業の業績推移 － 売上高
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３

売上高の推移
（第３四半期）

売上高の推移
（第３四半期）

■通信業界全体として、通信料金の低廉化等の影響により、ＡＲＰＵ（１契約あたりの月間平均収入）も伸び悩み。
■このような環境下で、当社は新規顧客の獲得により請求回線数を伸ばすなど、順調に推移。

64,788

本数値は、インボイス個別業績（平成２２年３月期以前は、
旧・インボイス＋インボイスJr.の連結業績）の推移となっております。

※

第３四半期 第３四半期 第３四半期 第３四半期 第３四半期



通信事業の業績推移 － 営業利益・経常利益通信事業の業績推移 － 営業利益・経常利益

４

■経費をはじめとするコストの削減等の施策により、収益性は向上。
■更なる販管費の見直し、利払い負担の軽減等により、前年比増益を見込む。
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（第３四半期）

2,695
2,563

※本数値は、インボイス個別業績（平成２２年３月期以前は、
旧・インボイス＋インボイスJr.の連結業績）の推移となっております。

（単位：百万円）

第３四半期 第３四半期 第３四半期 第３四半期 第３四半期



平成２３年３月期第３四半期 財政状態 － 連結貸借対照表平成２３年３月期第３四半期 財政状態 － 連結貸借対照表

第３四半期連結会計期間末
（平成２２年１２月３１日）

資産の部
289.4億円

（＋34.5億円）

【流動資産】 238.4億円
（主な内訳）
現金預金 65.1億円
受取手形
および売掛金 151.7億円

【固定資産】 51.0億円
（主な内訳）
有形固定資産 3.7億円
無形固定資産 14.2億円
投資その他 33.0億円
【内訳】
投資有価証券 2.4億円
敷金保証金 4.3億円
破産更生債権 5.8億円
繰延税金資産 26.0億円
貸倒引当金 △5.8億円

【流動負債】 151.8億円
（主な内訳）
買掛金 126.6億円
短期借入金 12.0億円

【固定負債】 61.7億円
（主な内訳）
社債 1.0億円
長期借入金 55.7億円
債務保証損失
引当金 1.9億円

負債の部
213.6億円

（＋28.0億円）

純資産の部
75.8億円

（＋6.5億円）

【自己資本比率】 25.925.9％％

５

第２四半期連結会計期間末
（平成２２年９月３０日）

254.9億円

69.2億円

185.6億円

【ご参考】

【資産の部】主な増減要因
現金預金 ＋28.0億円
受取手形
および売掛金 ＋3.5億円

【資産の部】主な増減要因
現金預金 ＋28.0億円
受取手形
および売掛金 ＋3.5億円

【負債の部】主な増減要因
買掛金 ＋33.4億円
長期借入金 △2.6億円

【負債の部】主な増減要因
買掛金 ＋33.4億円
長期借入金 △2.6億円

【純資産の部】主な増減要因
株主資本 ＋6.4億円

【純資産の部】主な増減要因
株主資本 ＋6.4億円



平成２３年３月期第３四半期 インボイスグループ トピックス平成２３年３月期第３四半期 インボイスグループ トピックス

６

ＭＢＯの実施

公開買付けの概要

買付者・・・株式会社ＭＢＫＰ２

買付等に係る株券等の種類・・・①普通株式 ②新株予約権

買付価格・・・①普通株式 １株につき金１,５００円

②新株予約権 （ア）第８回新株予約権 １個につき金１,０６０円

（イ）第９回新株予約権 １個につき金９８４円

買付期間・・・平成２２年１２月３日から平成２３年１月２４日

買付条件・・・応募株券等の総数が買付予定数の下限（８,８３４,６７５株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行わない。

公開買付けの結果

応募株券数・・・８,５６３,３１４株（公開買付者が本公開買付け前より所有していた普通株式（１株）を含む）

応募新株予約権証券・・・４７０,９００株

応募数合計・・・９９,,０３４０３４,,２１４株（７６２１４株（７６..７２％７２％ ）） 公開買付けは成立公開買付けは成立
今後の見通し

公開買付者は当社の完全子会社化を実施する予定であります。

当社の発行済株式の全てを所有することになるよう一連の手続きを行うことを企図しているとのことです。

※

平成２３年１月２５日現在の当社の総株主の議決権の数である11,304,867個に新株予約権（470,900個）の目的である普通株式の数（470,900株）に係る
議決権の数を加えた数（11,775,767個）を分母とし、公開買付者が公開買付け以前から所有する普通株式の数（1株）並びに公開買付けによって所有すること
となった普通株式の数（8,563,313株）および新株予約権の数（470,900個）に係る議決権の数（9,034,214個）を分子として計算した株券等所有割合

※



（単位：百万円）

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２３年３月期（通期予想）】

（＋6.0％）（＋7.2％）（＋3.9％）（＋0.4％）（＋0.3％）（前年同期比）

2,900 2,9002,9003,10080,000インボイス
（旧・インボイス＋インボイスＪｒ.）

（前年同期比） （＋9.7％）（＋11.1％）（＋7.4％）（＋2.7％）（＋0.1％）

2,900 2,9002,9003,10080,000平成２３年３月期

通期予想 （連結）

平成２３年３月期業績予想（通期）について平成２３年３月期業績予想（通期）について

７

（単位：百万円）

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２２年３月期（通期実績）】

（－）（－）（＋45.4％）（＋46.6％）（＋5.4％）（前年同期比）

2,704 2,7362,7903,08879,724インボイス
（旧・インボイス＋インボイスＪｒ.）

（前年同期比） （＋286.1％）（－）（＋806.2％）（＋195.2％）（△0.5％）

2,610 2,6432,7003,01979,939平成２２年３月期

通期実績 （連結）

インボイスは、平成22年4月1日付でインボイスJr.を吸収合併したため、『インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）』と表記しております。
連結予想数値には、インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）以外の連結子会社の実績が含まれております。

インボイスは、平成22年4月1日付でインボイスJr.を吸収合併したため、『インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）』と表記しております。
連結実績には、インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）以外の連結子会社の実績が含まれております。



本資料は、当社または当社グループ（以下、「インボイスグループ」といいます。）の平成２３年３月期第３四半期決算を平易に説明することを
目的として作成した業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価などといった、将来に関する記述が記載されています。
これらの将来に関する記述は、インボイスグループが現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、認識、評価、判断等を基礎として作

成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の変動可能性の要因（以下、「リスクおよび変動可能性の要因」といいま
す。）を含んでいるものです。したがいまして、これらのリスクおよび変動可能性の要因による影響を受けることがあるため、インボイスグループの
将来における実際の展開、実績、経営成績、財政状態は、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なる可能性
があります。また、インボイスグループはこの資料を発行した後は、本資料における将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負
うものではありません。
インボイスグループの主たる事業活動領域であります情報通信産業市場は、常に急速な変化に晒されています。
インボイスグループに重大な影響を与え得るリスクおよび変動可能性の要因は多数あり、その例として、技術の進化、需要、価格、金利、為

替の変動、および経済環境、競合条件、法令の変化などがあります。なお、リスクおよび変動可能性の要因はこれらの事項に限られるものでは
ありません。
また、本資料におきましては、インボイスグループの過去の業績、平成２３年３月期第３四半期の業績および平成２３年３月期の業績予想など

を平易に説明するために、決算短信等における事業の種類別セグメントとは別に、主要各社別に業績数値を記載している部分があります。その
場合の表記および指し示す内容は以下のとおりであります。連結業績数値については、インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）以外の連結
子会社の業績数値を含めているため、インボイス（旧・インボイス＋インボイスJr.）の業績数値は、連結財務諸表の業績数値と一致するもので
はありません。

本説明資料および将来の記述に関するご注意事項本説明資料および将来の記述に関するご注意事項

平成２２年４月１日付で、インボイスを存続会社、インボイスＪr.を消滅会社とする吸収合併を実施
「インボイス

（旧・インボイス＋インボイスJr.）」


