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(注) １ 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

２  第２四半期より、株式会社ＥＳＰの株式取得（子会社化）に伴い、第２四半期から連結対象となり 

ますので、連結業績予想を記載しており、対前年同四半期増減率の記載はしておりません。 
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1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

 (1) 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 551 42.6 55 481.4 56 577.0 32 582.7

22年３月期第１四半期 386 △15.7 9 377.4 8 ― 4 ―

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 2,564 22 2,550 54

22年３月期第１四半期 374 07 371 00

 (2) 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 1,136 561 49.4 43,730 47

22年３月期 1,006 541 53.8 42,160 93

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 561百万円  22年３月期 541百万円

2. 配当の状況

第２四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ― 1,000 00 1,000 00

23年３月期 ― 1,000 00 1,000 00

24年３月期(予想) ― 1,000 00 1,000 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、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) 926 ― 74 ― 74 ― 41 ― 3,224 41

通期 1,901 ― 166 ― 162 ― 97 ― 7,550 95

－1－

tomiyama
新規スタンプ



 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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、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。 

・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。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）５ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.６ 「その他」をご覧ください。）

(1) 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。

(2) 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 ： 有

（注）「四半期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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 14,097株 22年３月期 14,097株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,250株 22年３月期 1,250株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 12,847株 22年３月期１Ｑ 12,899株

(注意事項)
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の効果や新興国の経済拡大等によ

り、一部の企業で回復の兆しがみられたものの、欧州の金融不安に端を発した円高基調への不安要素や

依然として厳しい雇用情勢など、先行き不透明な状況にあります。 

当社HomeIT事業と関連するマンション業界におきましても、企業の設備投資抑制や住宅投資の大幅な

減少が続いたきともあり、厳しい受注環境のまま推移いたしました。 

このような状況下で、HomeIT事業部門のマンション向けISP事業につきましては、新規受注の獲得が

非常に困難な状況となる中、既存顧客に対し、さらに充実したサービスの提供をすることにより他社と

の優位性を強調し、未開拓の既存物件の営業強化を図りました。 

また、システム開発事業につきましも、企業等の情報化投資は依然として抑制傾向にあり、顧客の値

下げ要求も根強いなど、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

一方で、当社親会社であるフリービット(株)の保有するインターネットバックボーン及びiDCなどの

インフラストラクチャ、ならびにネットワーク技術力やその他事業基盤等を有効活用することにより、

新規サービスの展開、コスト削減、品質の向上やサポート業務の効率化を図ってまいりました。 

その結果、当第１四半期における売上高551百万円（前年同四半期比42.6％増）、経常利益56百万円

（前年同四半期比577.0％増）、四半期純利益32百万円（前年同四半期比582.7％増）となりました。 

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

マンション向けISP事業につきましては、インターネットアクセスシステム工事において、大口デ

ベロッパーにおける新築着工物件は大幅に減少したものの、インターネットサービスにおいては、回

線品質向上や新規商品の提案等、利用者へのサービスの充実を図ることにより引き続きサービス戸数

を増やし、当期末におけるサービス戸数は27,678戸となっております。 

また、ネットワーク事業につきましては、前期に事業譲受をいたしましたサーバー等のレンタルを

行うホスティングサービスやネットワーク機器やサーバーの運用・監視を行うマネージド・サービ

ス・プロバイダー（MSP）サービスにおいて、システム開発部門と連携して顧客基盤の拡充を図った

結果、概ね堅調に推移いたしております。 

こうした事業活動の結果、売上高197百万円（前年同四半期0.5％減）となりました。 

システム開発事業につきましては、材料費等の原価が増加いたしましたが、従来からの強みである

医療分野のシステム受託開発に加え、親会社であるフリービット㈱との連携を強化することにより人

材リソースを集中させ、段階的な受注活動に繋がっております。 

こうした事業活動の結果、売上高348百万円（前年同四半期92.9％増）となりました。 

その他の事業につきましては、人材派遣等を行った結果、売上高6百万円（前年同四半期22.7％

減）となりました。 

  
  

当第１四半期における資産合計につきましては、売掛金の増加により、前事業年度末に比べ129百

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(1) HomeIT事業

(2) システム開発事業

(3) その他の事業

(2) 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況
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万円増加となり、1,136百万円となりました。 

負債合計は、借入金の増加により、前事業年度末に比べ109百万円増加となり574百万円となりまし

た。 

純資産合計につきましては、四半期純利益32百万円を計上したことにより561百万円となりまし

た。 

この結果、自己資本比率49.4％となっております。 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ９百万円減少し、416百万円

となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、

次のとおりであります。 

当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は71百万円となりました。これは主

に、税引前四半期純利益56百万円、減価償却費６百万円、売上債権の増加が141百万円、棚卸資産

の減少が21百万円になったことによるものです。 

当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、12百万円となりました。これは

主に、マンションISP事業におけるネットワーク機器等の有形・無形固定資産の取得による支出16

百万円によるものであります。 

当第１四半期会計期間において財務活動の結果増加した資金は、75百万円となりました。これは

主に、長期借入れによる収入300百万円、社債の償還による支出200百万円、長期借入金の返済によ

る支出13千円、配当金の支払が11百万円によるものであります。 

  
  

業績予想につきましては、平成22年８月11日提出の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照くだ

さい。 

  
  

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(3) 業績予想に関する定性的情報

株式会社ギガプライズ(3830)平成23年３月期第１四半期決算短信（非連結）
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「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期会計期間より、「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、営業利益及び経常利益は、それぞれ227千円減少し、税引前四半期純利益は、303千円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は4,958千円であります。 

  

「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期会計期間より、「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）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

１．会計処理基準に関する事項の変更

(2)継続企業の前提に関する重要事象等の概要

株式会社ギガプライズ(3830)平成23年３月期第１四半期決算短信（非連結）

－6－



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 416,456 425,924

受取手形及び売掛金 487,832 345,982

商品及び製品 2,054 －

仕掛品 3,072 26,233

原材料及び貯蔵品 2,764 3,534

繰延税金資産 7,282 6,418

その他 18,582 20,348

貸倒引当金 △11,443 △10,884

流動資産合計 926,602 817,557

固定資産   

有形固定資産   

建物 36,539 31,589

減価償却累計額 △5,125 △3,315

建物（純額） 31,414 28,273

車両運搬具 2,703 2,703

減価償却累計額 △2,574 △2,567

車両運搬具（純額） 128 135

工具、器具及び備品 126,481 121,430

減価償却累計額 △86,026 △82,866

工具、器具及び備品（純額） 40,455 38,563

土地 26,443 26,443

その他 7,686 －

有形固定資産合計 106,128 93,416

無形固定資産   

のれん 63,978 68,601

ソフトウエア 14,746 9,248

その他 6,535 485

無形固定資産合計 85,261 78,336

投資その他の資産   

投資有価証券 10,883 10,762

繰延税金資産 1,055 978

その他 12,266 11,930

貸倒引当金 △5,990 △5,990

投資その他の資産合計 18,214 17,681

固定資産合計 209,604 189,434

資産合計 1,136,206 1,006,991
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 113,522 121,981

1年内償還予定の社債 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 138,132 43,400

未払金 29,568 19,237

未払法人税等 25,218 11,965

前受金 13,948 13,353

預り金 8,689 8,755

その他 15,223 13,456

流動負債合計 344,302 432,149

固定負債   

長期借入金 225,118 33,200

資産除去債務 4,981 －

固定負債合計 230,099 33,200

負債合計 574,401 465,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 191,935 191,935

資本剰余金 112,130 112,130

利益剰余金 364,677 344,582

自己株式 △107,355 △107,355

株主資本合計 561,387 541,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 418 349

評価・換算差額等合計 418 349

純資産合計 561,805 541,641

負債純資産合計 1,136,206 1,006,991
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 386,923 551,753

売上原価 291,599 419,715

売上総利益 95,324 132,038

販売費及び一般管理費 85,858 77,004

営業利益 9,465 55,033

営業外収益   

受取利息 79 126

受取家賃 390 390

保険解約返戻金 － 2,206

その他 113 8

営業外収益合計 582 2,731

営業外費用   

支払利息 1,506 1,218

支払手数料 215 398

その他 33 －

営業外費用合計 1,755 1,617

経常利益 8,293 56,147

特別利益   

貸倒引当金戻入額 792 －

特別利益合計 792 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 76

特別損失合計 － 76

税引前四半期純利益 9,085 56,071

法人税、住民税及び事業税 2,347 24,116

法人税等調整額 1,913 △987

法人税等合計 4,260 23,128

四半期純利益 4,825 32,942
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 9,085 56,071

減価償却費 5,156 6,423

のれん償却額 4,622 4,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） △792 558

受取利息及び受取配当金 △79 △126

支払利息及び社債利息 1,506 1,218

売上債権の増減額（△は増加） 120,285 △141,850

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,646 21,877

仕入債務の増減額（△は減少） △70,108 △8,459

その他 △14,924 △819

小計 3,105 △60,484

利息及び配当金の受取額 36 84

利息の支払額 △2,478 △2,455

法人税等の支払額 △19,516 △9,012

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,852 △71,868

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 △5,226 △9,506

無形固定資産の取得による支出 △318 △6,990

預り保証金の受入による収入 2,957 －

差入保証金の回収による収入 － 2,020

その他 △555 1,674

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,141 △12,801

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △13,350 △13,350

社債の償還による支出  △200,000

株式の発行による収入 150 －

自己株式の取得による支出 △1,669 －

配当金の支払額 △10,751 △11,448

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,620 75,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,615 △9,468

現金及び現金同等物の期首残高 505,273 425,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 457,658 416,456
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当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

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になっております。 

当社は本社にサービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱うサービスについて国内の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業部を基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「HomeIT事業」及び

「システム開発事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「HomeIT事業」は、マンション居住者向けにISPサービス及び生活総合支援ASPサービスを提供し、法人

向けにMSPサービスやホスティングサービス等のネットワークサービスを提供しております。「システム

開発事業」は、大手システムベンダーからエンドユーザーまでの幅広い事業者から、様々なアプリケーシ

ョンソフトの開発受託を行っております。 

  

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１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、派遣事業を含んでおります。 

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

 
  

(5) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他事業 
（注）

合計

HomeIT事業部
システム開発

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 197,287 348,227 545,514 6,238 551,753

計 197,287 348,227 545,514 6,238 551,753

セグメント利益 16,118 38,667 54,785 248 55,033

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 54,785

「その他」の区分の利益 248

四半期損益計算書の営業利益 55,033
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当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

(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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当社は事業の性格上、生産実績の記載になじまないため、記載しておりません。 
  
  

当第１四半期会計期間における受注実績ををセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前第１四半期会計期間において記載しております事業区分と当第１四半期会計期間のセグメントが同一のた

め、前年同四半期比（％）を記載しております。 

  

当第１四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 前第１四半期会計期間において記載しております事業区分と当第１四半期会計期間のセグメントが同一のた

め、前年同四半期比（％）を記載しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ インクリメント・ピー（株）は、当第１四半期会計期間において、販売実績の総販売実績に対する割合が 

100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

  

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

（％）
受注残高(千円)

前年同四半期比
（％）

HomeIT事業 46,761 154.2 37,667 256.2

システム開発事業 223,574 △15.0 7,107 △95.2

その他の事業 16,738 16.5 9,000 42.9

合計 287,074 △2.9 53,774 △67.5

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円)
前年同四半期比

（％）

HomeIT事業 197,287 △0.5

システム開発事業 348,227 92.9

その他の事業 6,238 △22.7

合計 551,753 42.6

相手先

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

イ ン ク リ メ ン ト・ピ ー
（株）

65,049 16.8 ― ―

（株）アーツ 59,149 15.3 186,805 33.86

フリービット（株） ― ― 128,466 23.28
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