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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

(注) 当社グループは、当連結会計年度が連結初年度であるため、前連結会計年度における連結経営成績及び包括利益、連結財政状態並びに連結キャッシ
ュ・フローの状況については該当事項はありません。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 1,840 ― 107 ― 113 ― 66 ―
22年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 23年3月期 66百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 5,206.66 5,189.53 11.8 10.0 5.8
22年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 1,252 592 47.3 46,314.10
22年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年3月期  592百万円 22年3月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 182 △58 170 720
22年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 12 ― ―
23年3月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 12 19.2 2.2
24年3月期(予想) ― ― ― 1,000.00 1,000.00 14.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 918 △1.9 37 △49.3 36 △51.3 23 △46.5 1,829.95
通期 2,063 12.1 155 44.9 153 35.7 90 36.2 7,114.31
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） 株式会社ESP 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 無
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 14,097 株 22年3月期 14,097 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,313 株 22年3月期 1,250 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 12,828 株 22年3月期 12,879 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 1,773 4.4 107 7.3 113 17.9 66 49.7
22年3月期 1,698 △9.7 99 655.6 95 819.1 44 △21.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 5,211.38 5,194.23
22年3月期 3,467.75 3,443.89

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 1,237 592 47.9 46,318.84
22年3月期 1,006 541 53.8 42,160.93

（参考） 自己資本 23年3月期  592百万円 22年3月期  541百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・ この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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。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、添付資
料４ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 906 △1.3 31 △57.7 19 △57.5 1,498.98
通期 2,037 14.9 150 33.1 88 31.7 6,888.61
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当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の復調を受けた輸出・生産の増加を背景として、政府

の各種景気刺激策の効果により、企業収益に除々に回復の兆しが見えるものの、為替レート、原油・原材

料価格の動向等に加え、デフレの影響や雇用情勢等の悪化が長期化するなど、不安定な状況で推移いたし

ました。さらに平成23年３月11日に発生した東日本大震災は電力の供給不足や物流網等、様々な社会基盤

に深刻な影響を及ぼしつつあり、企業を取り巻く環境は先行き不透明な状況となっております。 

当社HomeIT事業と関連するマンション業界におきましては、復調しつつある国内経済を背景に完成在庫

の調整が進んだ結果、新規着工数および販売数において回復基調となっております。 

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、新築分譲マンション

における契約数を回復させることができ、さらに小規模賃貸マンション向けの営業活動を開始した結果、

サービス戸数を増加させることができました。一方、サービス内容としましては、回線品質の向上ならび

に提供サービスのラインナップを充実してまいりました。 

一方で、今まで未開拓でありました既存物件の獲得に向け営業強化をしたことにより大幅に契約件数を

増やすことができました。。 

また、システム開発事業につきましては、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、当連結会計年度における経営成績は売上高1,840百万円、経常利益113百万円、当期純利益66

百万円となりました。 

なお、前年度は連結損益計算書を作成していないため、前年度との比較は行っておりません。 

セグメント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、新築分譲マンション向けのサービス契約数は、国内分譲マ

ンションの竣工数の回復とともに増加し、さらに小規模賃貸マンション向けのサービスを立ち上げ、マ

ンションオーナーおよび管理会社向けの営業活動を強化した結果、前事業年度と比べ契約数の大幅な増

加を実現いたしました。一方、サービス提供中マンションにおいては、回線品質向上工事の実施ならび

にサービスメニューの強化等、利用者サービスの充実を図ることにより解約数を減少することができ、

当期末におけるサービス戸数は28,246戸となっております。 

こうした事業活動の結果、当連結会計年度における売上高は1,080百万円となりました。 

システム開発事業につきましては、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、不動産賃貸管理ソフトウェアの販売を行う

（株）ESPの子会社化によりソフトウェア販売は増加したものの、既存取引先の縮小、新規取引先獲得

の遅れもあり、売上高が減少しました。 

こうした事業活動の結果、当連結会計年度における売上高は735百万円となりました。 

その他の事業につきましては、人材派遣等を行った結果、当連結会計年度における売上高は24百万円

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

① HomeIT事業

② システム開発事業

② その他の事業
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となりました。 

  

次期の見通しについては、次のとおりです。 

次期の日本経済は、経済対策等により民間需要が底堅く推移することが予想されることから景気は緩や

かに回復していくと見込まれておりますが、依然として雇用情勢の一層の悪化、デフレ圧力の高まりによ

る需要低迷及び海外景気の下振れ等が懸念されております。マンション業界におきましては、新規着工の

動きがみられるものの依然として厳しい状況が予想されます。 

このような状況下において、HomeIT事業におきましては、商品の開発、品質の向上及び価格競争力の強

化を行い、新規顧客だけでなく、既にサービスを展開している既存顧客にも着目し、営業強化を図ってま

いります。システム開発事業におきましても、大手顧客との継続受注及び幅広いエンジニアの技術力を

様々な分野で生かすべく新規顧客を開拓するとともに、既存顧客への受注拡大、納品後の保守サービスの

提案等を行ってまいります。また、各事業に関連し、戦略的業務提携等の対策を講じる方針であります。

一方で、フリービット（株）及び関連会社とのシナジー効果により、ISPインフラストラクチャの統合

によるコスト削減、商材のクロスセールスの実施、稼動安定性の向上、サポート業務の効率化及びソフト

ウェア開発力を活用したASPサービス等の新規サービスの展開等を図り、当社グループとして一層の利益

拡大を目指してまいります。 

以上により、次期の見通しといたしましては、連結売上高2,063百万円（前年同期比12.1％増）、連結

経常利益153百万円（前年同期比35.7％増）、連結当期純利益90百万円（前年同期比36.2％増）を見込ん

でおります。 

  

前年度は連結貸借対照表を作成していないため、前年度との比較は行っておりませんが、以下に参考

情報として前事業年度の単体数値との比較を記載しております。 

当連結会計年度末における資産につきましては、現金及び預金が294百万円増加、受取手形及び売掛

金が55百万円減少、流動資産合計は、前会計年度末に比べ221百万円の増加となりました。また、固定

資産では、子会社を取得したことにより固定資産合計は、前会計年度末に比べ24百万円増加しました。

その結果、資産合計は前会計年度末に比べ245百万円増加し、1,252百万円となりました。 

負債につきましては、流動負債では買掛金42百万円の減少、社債償還により200百万円の減少、１年

以内返済予定借入金131百万円の増加、固定負債では長期借入金274百万円増加しました。その結果、負

債合計は前会計年度末に比べ195百万円増加し、660百万円となりました。 

純資産につきましては、当期純利益が66百万円となったことにより592百万円となりました。 

この結果、自己資本比率47.3％となっております。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前会計年度末に比べ294百万円増加し、720百万円

となりました。当会計年度末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。 

当連結会計年度において営業活動の結果、得られた資金は、182百万円となりました。これは、主

に税引前当期純利益114百万円、減価償却費およびのれん償却費56百万円、売上債権の減少65百万

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

a．営業活動によるキャッシュ・フロー
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円、棚卸資産の減少21百万円によるものであります。 

当連結会計年度において投資活動の結果、使用した資金は、58百万円となりました。これは主に、

固定資産の取得による支出55百万円によるものであります。 

当連結会計年度において財務活動の結果、得られた資金は、170百万円となりました。これは主

に、長期借入金による収入500百万円、社債の償還による支出200百万円、借入金返済による支出103

百万円、配当金の支払額12百万円、自己株式の取得による支出３百万円によるものであります。 

なお、前年度は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、前年度との比較は行っており

ません。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュフロー／利払い 

（注）１ 連結ベースの財務数値により計算しています。 

 ２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 ３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 ４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい 

 ます。 

 ５ 平成23年３月期第２四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については作成しており 

 ません。 

  

当社は株主様への利益還元を経営の重要な課題と位置づけ、配当につきましては、各期の経営成績及び

今後の事業成長に備えるための内部留保の充実を勘案して決定する基本方針であります。このような方針

のもと当期の期末配当は、1,000円の配当案を提案させていただきます。 

また、次期配当に関しましては、１株当たり期末配当金1,000円を予定しております。 

  

ここでは当社として事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しておりま

す。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上重要と考えられる事項につ

いては、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリスク発

生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方針でありますが、当社株式に

関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要がある

と考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではあり

b．投資活動によるキャッシュ・フロー

c．財務活動によるキャッシュ・フロー

平成23年３月期

自己資本比率 47.3

時価ベースの自己資本比率 60.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

270.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

44.0

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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ませんのでご留意ください。 

なお、本文中における将来に関する事項は発表日現在において当社が判断したものであります。 

当社の行うシステム開発におきましては、システムを一括して請け負い、顧客に対する完成責任を負

う一括請負契約を締結する場合があります。受注時においては利益が見込まれるプロジェクトであって

も、当初見積った以上に作業工数が発生すること等によって 終的に赤字プロジェクトとなる可能性が

あります。 

当社はシステム開発において、顧客との間で主に請負契約を締結しております。当該契約には、一般

に顧客による受入検査に基づく検収の後にも必要に応じて一定期間無償で不具合（いわゆるバグ）の補

修のための役務の提供を実施する旨約した瑕疵担保条項が含まれております。このような売上後の追加

原価の 大の発生要因である不具合は完全に解消することは困難であり、当社としては不具合発生の低

減のために、品質維持・向上に注力しておりますが、実際のプロジェクトで発生した不具合等の補修費

用が見積額を超える場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、当社が提供するシステムに当社が起因する過失等があった場合で、損害賠償責任制限条項がな

いときには間接損害等まで含めた多額の賠償請求を受ける可能性があります。 

HomeIT事業は、建設業法や電気通信事業法等の様々な法規制に関連しており、法規制の制定や改定に

より業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。法規制に適合しない場合、許認可等の取り消しの可

能性があります。 

当社では業務上、各種ITシステムを駆使しているため、システムの不備やコンピューターウィルス等

の外部要因により、業務が阻害される可能性があります。また、個人情報を含め多くの情報を保有して

いますが、万が一の事故等によりその情報が社外に流出した場合、信用を大きく失うことで業績に重要

な影響を及ぼす可能性があります。 

特許の不成立や特許成立後の無効審判、または取得した特許を適切に保護できない場合、想定より早

く他社の市場参入を招き、売上高が減少する可能性があります。 

HomeIT事業におけるインターネットアクセスシステム導入工事の売上計上基準として検収基準を採用

しておりますが、何らかの理由によりマンション等の建設工期の遅延等が発生し計画どおりに検収を受

けることができなくなる場合があります。 

システム開発事業におきましても、契約形態の大部分は請負契約でありますが、当該請負契約のプロ

ジェクトの売上計上は顧客の受入検査による検収を前提としております。プロジェクトの進捗状況や顧

客の都合等により検収時期が遅延する場合があります。 

上記の場合において、検収時期が四半期末、半期末もしくは決算期末を越えて遅延した場合には、当

社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

① 赤字プロジェクトの発生の可能性について

② 瑕疵担保責任及び訴訟の可能性について

③ 事業運営にかかる法的規制について

④ ITセキュリティおよび情報管理について

⑤ 知的財産権について

⑥ 検収時期等の遅延による経営成績への影響について

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社の企業集団は、当社、親会社（フリービット（株）及びフリービットクラウド（株））、連結子会社

（（株）ESP）の４社で構成され、インターネット関連サービスを提供しております。 

当社の業務にかかる位置づけ及び事業の種類別セグメントは以下のとおりであります。 

当社はマンション内のインターネット事業に関するノウハウを基に、新築マンション、既存マンション

及び賃貸マンションに対し、マンションデベロッパー、ゼネコン及び電気設備会社各社と提携しながら、

下記の「マンション向けISP事業」、「生活総合支援ASP事業」を展開しております。 

新築マンション、既存マンション及び賃貸マンションの棟内ネットワークの設計、工事現場での調

整、ネットワーク機器の調達・設定及びインターネット回線の手配を受託しております。マンション

のみならず、ホテル、事務所及びテナントビルのインターネットアクセスシステムの工事も行ってお

ります。 

主としてマンションデベロッパーへの提案を行いながら、マンションデベロッパー、または、ゼネ

コン及び電気設備会社より受注しております。 

インターネットアクセスシステム導入工事の終了後、主としてマンション居住者向けにインターネ

ット接続ならびにメール、ホームページスペース等のサービスを提供しております。マンション居住

者向けのサービスについては、利用契約は主に竣工後のマンション管理組合と包括的に締結し、料金

の徴収はマンション管理組合から管理会社を通して行っております。 

また、保守サポートサービスとして、インターネットマンションを提供する他の会社の電話サポー

ト業務及び現地機器保守業務も受託しております。 

マンション居住者のセキュリティ強化に対するニーズは高く、各マンションデベロッパーも自社で

開発するマンションを差別化するため、よりセキュリティ環境を強化したマンション供給に取り組ん

でおります。ASPセキュリティサービスはマンションデベロッパー等に対し、より市場競争力の高い

マンション供給が可能となるよう、高機能インターホンやカード入退室管理システム、監視カメラ等

を利用したセキュリティシステムの導入工事を行い、導入後はASP形式で運用するサービスでありま

す。 

また、警備会社と提携することで室内に異変が生じた際に、警備会社がマンションへ駆け付けるサ

ービスを付加させるとともに、携帯電話で室内の状況を把握できるモバイルサービスをベースに施錠

や宅配ボックスの遠隔操作など幅広いサービスを提供しております。 

ASPコンシェルジュサービスは、当社の目指す近未来型マンションへのシステム提供サービスを具

現化したものであり、マンション居住者のニッチメディアであるポータルサイトの導入及び運営サー

ビスを行っております。このポータルサイトを通して、マンション居住者に、掃除、メンテナンス情

報、宅配情報等の管理情報サービスや、居住地域の地域情報、居住者間のコミュニケーションサービ

ス等を提供しております。 

２．企業集団の状況

(1) HomeIT事業

① マンション向けISP事業

ａ．インターネットアクセスシステム導入サービス

ｂ．インターネットサービス

② 生活総合支援ASP事業

ａ．ASPセキュリティシステムサービス

ｂ．ASPコンシェルジュサービス
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当社は、「MSPサービス」及び「ホスティングサービス」を提供することにより、インフラ構築から

運用保守まで一括したサービスを展開しております。また、課金については、月額費用を徴収する方法

により行っております。 

データセンターにお預けの顧客のシステムの運用・監視・保守業務を請負っております。 

システムの稼動監視から、不具合発生時の復旧対応作業、日々の運用状況のレポーティング業務、及

びフィードバックによるシステム改善提案まで、システム保守に係る一連の作業を提供しておりま

す。 

特徴としましては、データセンター内に、高スキルエンジニアが24時間365日体制で常駐してお

り、この為、迅速かつ的確な対応があげられます。 

データセンターに設置したインターネットに接続しているサーバを、レンタルにて提供するサービ

スを行っております。 

ホスティングサービスは、専用サーバ型及びカスタマイズサーバ型の２種類のサービスに分か 

れ、専用サーバ型は、顧客専用のサーバを１台単位で提供し、サービス監視、障害対応及びバックア

ップ等の作業をオールインワンで提供しております。 

一方でカスタマイズサーバ型は、顧客のサービス提供に必要なサーバ及びネットワークをシステム

にあわせて構築を行い、インターネット接続とセットにして、レンタルにて提供いたします。 

  

（主な関係会社）当社、フリービット（株）及びフリービットクラウド（株） 

  

システム開発事業では、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、業務 

系、制御系、モバイル系、ブログ系及びSNS系など、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。当事業を展開することで、多岐にわたるシステム開発技術を社内蓄積するとともに、ブログや

SNS等 先端の開発トレンドに常に接しながら、HomeIT事業における生活総合支援ASP事業のオリジナルプ

ロダクト開発に役立てております。 

業務系の特徴としては、介護事業者用システム及びセキュリティ用システムの開発に強く、また市場が

安定的に確立されたJavaシステムについても注力しております。 

また、子会社（株）ESPにおいて不動産会社、不動産管理会社向けに不動産賃貸管理ソフトウェアの販

売、保守等を行っております。 

  

（主な関係会社）当社、フリービット（株）及び（株）ESP 

  

③ ネットワーク事業

ａ．MSPサービス（マネージド・サービス・プロバイダー）

b．ホスティングサービス

(2) システム開発事業
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当社はその他の事業として、取引先への管理部門人材の派遣事業等を行っております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

  

  

  

(3) その他の事業
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当社はマンション内のインターネット事業に関するノウハウを基に、インターネット接続サービスを中

核として展開し、さらに付加サービスとしてASPセキュリティシステムやASPコンシェルジュサービス、法

人向けのMSPサービス及びホスティングサービスを提供することで、より安定した収益体制の拡大を図っ

ております。また、業務系、制御系、モバイル系、ブログ系、SNS系など、様々なアプリケーションソフ

トの開発受託を行う事業者として、今後の社会的な需要を捉えて安定的な成長基盤を確立することを経営

の基本方針としております。 

  

当社のHomeIT事業、システム開発事業は、共に成長余地の大きい市場をターゲットにしております。当

社は事業拡大による売上規模の拡大とこれに伴う収益力の向上を意識しており、売上高経常利益率50%以

上かつ売上高成長率20%以上の事業拡大を中期的な経営目標としております。 

  

当社では、今後もITは生活シーンに浸透し、特にサービスやセキュリティの分野においては、世代を問

わずIT環境を前提としたライフスタイルの変革が進むものと考えております。そのため当社では、HomeIT

事業の営業体制の強化、ASPセキュリティシステムの販売展開を図ります。また、 新のIT技術の習得が

当社事業において必須と考えており、様々な研究機関や企業と提携し、新しい技術やサービスの研究開発

を行い、居住空間に提供していくことで事業の拡大と社会の発展に貢献してまいります。 

  

当社における、さらなる経営基盤の強化を図り安定した成長を実現するための対処すべき課題は、下記

のとおりであります。 

フリービット（株）グループの保有するインターネットバックボーン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を目的として、下記の事業におい

てシナジーを図ります。 

インターネット・iDC回線コスト削減、商材のクロスセールスの実施、稼動安定性の向上及びサポ

ート業務の効率化 

当社のシステム開発・WEB制作リソースとフリービット（株）グループの保有するインフラストラ

クチャの融合により、ITソリューションにおけるワンストップサービスに向けた営業面・技術面での

相互協力 

ソフトウェア開発力を活用したASPサービス等の新規サービスの展開 

当社のHomeIT事業では、大小を問わずマンション向けに特化したインターネット統合サービスをワン

ストップで提供しておりますが、サービス対象がマンションに特化しているために、マンションの開発

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

① フリービット（株）グループとの提携強化

a．マンション向けISP事業

b．ネットワーク事業

c．システム開発事業

② HomeIT事業における営業強化
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件数や各物件の販売市況に左右されるリスクが存在します。これを回避するための営業強化項目は次

のとおりであります。 

・マンション以外のホテル及びオフィスビル建築物件に対するLAN工事ならびに保守及び運 

    用業務の拡充 

・新築以外の既存マンション及び賃貸マンションにおけるセキュリティインターホン、非接 

    触カードによる入退室管理、及び監視カメラ等のASPセキュリティシステムサービスの提供 

・マンション居住者へのASPコンシェルジュサービス（掃除、メンテナンス情報及び宅配情 

    報等の管理情報、ならびに居住地域の地域情報及び居住者間のコミュニケーションツー 

    ル及びショッピングサイトサービス）の導入推進 

・ASPコンシェルジュサービスのコンテンツの拡充 

・データーセンターにお預けの顧客のシステムの運用、監視、及び保守をするMSPサービス 

    の提供 

・データーセンターに設置したインターネットに接続しているサーバをレンタルするホステ 

    ィングサービスの提供 

当社のシステム開発事業では、高度なJava開発技術、医療関連におけるシステム開発、マンション向

けポータルサイトにおけるシステム開発をコア・コンピタンスとしておりますが、国内企業のIT需要の

高まる中で、企業内システムの安定稼動及び安全強化が求められており、品質強化及び開発体制の強化

が重要課題となります。 

社内教育制度の確立と、新卒・中途採用を積極的に推進し、開発体制の充実化を図る。 

開発プロセスの見直しと、技術のナレッジデータベース化を図り、生産性向上に向けた施策を実施

する。 

収益性及び開発体制での強化策としてのビジネスパートナー制度の施策実行及びオフショア開発の

推進を行う。 

開発プロセス毎での品質管理を徹底するにあたり、品質検証及び管理を徹底する。 

当社の差別優位性を創出するにあたり、ユビキタス関連製品及び医療関連製品の自社開発を実施す

る。 

当社は、財務報告にかかる内部統制システムの整備をはじめ、管理体制のより一層の充実を推進して

おります。今後、構築した体制を高機能に維持していくために人員の採用と育成に注力しながら、引き

続きコンプライアンス体制を強化していく方針です。 

  

a．マンション向けISP事業

b．生活総合支援ASPサービス事業

c．ネットワーク事業

③ システム開発事業における品質強化及び開発体制の強化

a．技術者の確保

b．社内標準化

c．ビジネスパートナー制度の確立

d．品質向上に向けた管理機能強化

e．自社プロダクトの開発

④ 内部管理統制の強化
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該当事項はありません。 

  

（５）その他、会社の経営上重要な事項

株式会社ギガプライズ（3830）平成23年３月期決算短信（連結）
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 720,823

受取手形及び売掛金 290,676

商品及び製品 953

仕掛品 2,548

原材料及び貯蔵品 5,228

繰延税金資産 7,146

その他 20,634

貸倒引当金 △9,451

流動資産合計 1,038,561

固定資産  

有形固定資産  

建物 36,812

減価償却累計額 △10,434

建物（純額） 26,377

工具、器具及び備品 146,595

減価償却累計額 △102,315

工具、器具及び備品（純額） 44,280

土地 26,443

その他 800

減価償却累計額 △767

その他（純額） 32

有形固定資産合計 97,133

無形固定資産  

のれん 71,024

その他 28,135

無形固定資産合計 99,160

投資その他の資産  

投資有価証券 ※  10,763

繰延税金資産 1,775

その他 11,575

貸倒引当金 △6,121

投資その他の資産合計 17,992

固定資産合計 214,286

資産合計 1,252,848
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 79,762

1年内返済予定の長期借入金 174,936

未払法人税等 33,743

その他 59,548

流動負債合計 347,990

固定負債  

長期借入金 307,727

資産除去債務 5,051

固定負債合計 312,778

負債合計 660,769

純資産の部  

株主資本  

資本金 191,935

資本剰余金 112,130

利益剰余金 398,527

自己株式 △110,850

株主資本合計 591,742

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 336

その他の包括利益累計額合計 336

純資産合計 592,079

負債純資産合計 1,252,848
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,840,387

売上原価 1,384,987

売上総利益 455,400

販売費及び一般管理費 ※  347,942

営業利益 107,457

営業外収益  

受取利息 846

受取家賃 1,560

保険解約返戻金 7,758

その他 156

営業外収益合計 10,321

営業外費用  

支払利息 4,147

その他 479

営業外費用合計 4,627

経常利益 113,151

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,144

特別利益合計 1,144

特別損失  

固定資産売却損 73

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 150

税金等調整前当期純利益 114,144

法人税、住民税及び事業税 48,867

法人税等調整額 △1,515

法人税等合計 47,352

少数株主損益調整前当期純利益 66,792

当期純利益 66,792
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 66,792

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 ※  △12

その他の包括利益合計 △12

包括利益 66,779
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 191,935

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 191,935

資本剰余金  

前期末残高 112,130

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 112,130

利益剰余金  

前期末残高 344,582

当期変動額  

剰余金の配当 △12,847

当期純利益 66,792

当期変動額合計 53,945

当期末残高 398,527

自己株式  

前期末残高 △107,355

当期変動額  

自己株式の取得 △3,494

当期変動額合計 △3,494

当期末残高 △110,850

株主資本合計  

前期末残高 541,291

当期変動額  

剰余金の配当 △12,847

当期純利益 66,792

自己株式の取得 △3,494

当期変動額合計 50,450

当期末残高 591,742
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 349

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12

当期変動額合計 △12

当期末残高 336

その他の包括利益累計額合計  

前期末残高 349

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12

当期変動額合計 △12

当期末残高 336

純資産合計  

前期末残高 541,641

当期変動額  

剰余金の配当 △12,847

当期純利益 66,792

自己株式の取得 △3,494

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12

当期変動額合計 50,437

当期末残高 592,079
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 114,144

減価償却費 34,644

のれん償却額 22,182

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,301

受取利息及び受取配当金 △846

支払利息及び社債利息 4,147

売上債権の増減額（△は増加） 65,537

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,036

仕入債務の増減額（△は減少） △42,687

その他 △3,636

小計 213,221

利息及び配当金の受取額 675

利息の支払額 △4,705

法人税等の支払額 △26,834

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,356

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 △27,943

無形固定資産の取得による支出 △27,310

短期貸付金の回収による収入 100,000

短期貸付けによる支出 △100,000

差入保証金の回収による収入 2,020

差入保証金の差入による支出 △1,543

保険積立金の解約による収入 15,278

保険積立金の積立による支出 △1,901

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△16,473

その他 △185

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,058

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） △10,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △103,102

社債の償還による支出 △200,000

自己株式の取得による支出 △3,494

配当金の支払額 △12,802

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 294,898

現金及び現金同等物の期首残高 425,924

現金及び現金同等物の期末残高 ※  720,823
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 株式会社ESP

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項 

  

 

４．会計処理基準に関する事項 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

連結子会社である株式会社ESPの決算日は６月30

日であります。連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場原価等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）に

よっております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっておりま

す。

（2）デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

時価法によっております。

（3）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

原材料、仕掛品 

個別法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）によっております。

（4）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  定率法を採用しております。なお、耐用 

 年数については下記のとおりであります。 

  建物          10～47年 

   車両運搬具       ２～６年 

   工具器具及び備品具   ４～10年 

   また、平成19年３月31日以前に取得した 

 ものについては、償却可能限度額まで償却 

 が終了した翌年から５年間で均等償却する 

 方法によっております。 

② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

   なお、自社利用のソフトウエアについて 

 は、社内における利用可能期間(５年)に基 

 づく定額法、市場販売目的のソフトウエア

については、見込販売期間（２年）におけ

る見込販売収益に基づく償却額と販売可能

な残存販売期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい額を計上する方法によ

っております。 

③ 長期前払費用 

   定額法によっております。
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項目
当連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 (5) 引当金の計上基準 

 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、 

 一般債権については貸倒実績率により、貸 

 倒懸念債権等特定の債権については個別に 

 回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計 

 上しております。

（6）ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

   金利スワップ取引について、評価差額を 

 当期の損益として処理しています。なお、 

 特例処理の要件を満たしている取引は、特 

 例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 金利スワップ取引 

   ヘッジ対象 市場金利変動型の借入金利 

               息 

③ ヘッジ方針 

   金利変動による収益への影響をヘッジす 

 る目的で金利スワップ取引を行っておりま 

 す。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・ 

 フロー変動の累計を比較し、両者の変動額 

 などを基礎にして判断しております。な 

 お、金利スワップの特例処理の要件を満た 

 している場合は、有効性の判定を省略して 

 おります。

（7）のれんの償却に関する事項 

  のれんの償却については、その効果が発 

 現すると見積もられる期間（５～７年間） 

 の定額法により償却を行っております。

（8）連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

（9）その他連結財務諸表作成のための重要な事 

項 

消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しております。
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① 被取得企業の名称 
  株式会社ESP 
② 事業の内容 
   不動産賃貸管理ソフトの開発・販売・保守等 
③ 企業結合を行った理由 
   HomeIT事業及びシステム開発事業の強化 
④ 企業結合日 
   平成22年７月９日 
⑤ 企業結合の法的形式 
   株式取得 
⑥ 結合後企業の名称 
   株式会社ESP 
⑦ 取得した議決権比率 
   100% 

  

平成22年７月１日から平成23年３月31日まで 
  

 
  

① 発生したのれんの金額 
   24,605千円 
② 発生原因 
   今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積りにより発生したもの 
  であります。 
③ 償却方法及び償却期間 
   ５年間にわたる均等償却 
  

 
  

① 対象となった事業の名称及びその事業内容 
  当社の親会社であるフリービットクラウド株式会社のフレッツサービス事業 
② 企業結合日 
   平成22年８月１日 
③ 企業結合の法的形式 

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(企業結合等関係)

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）
(株式会社ESPの連結子会社化)
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形 
  式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

(3) 取得した事業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金 20,000千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 1,533 〃

取得原価 21,533千円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(5) 企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 17,537千円

固定資産 5,321千円

資産計 22,859千円

流動負債 16,766千円

固定負債 9,165千円

負債計 25,931千円

(フリービットクラウド株式会社からの事業の譲受)
(1) 対象となった事業の名称及びその事業内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の 
  名称及び取引の目的を含む取引の概要
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   当社を承継会社とする事業譲渡 
④ 結合後企業の名称 
   株式会社ギガプライズ 
⑤ 取引の目的を含む取引の概要 
     当社は、分譲・賃貸マンション向けにISP事業を展開しており、当該事業のコスト削減及び 
   提供サービスの多様化を目的に、事業譲受を行っております。 

 「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）
に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

(2) 実施した会計処理の概要
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Ⅰ  当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループ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、当社グループ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販売及び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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セ

グメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 
(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、派遣事業を含んでおります。 

  

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計

HomeIT事業
システム開発

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 1,080,587 735,382 1,815,970 24,417 1,840,387

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,725 ― 1,725 ― 1,725

計 1,082,313 735,382 1,817,695 24,417 1,842,112

セグメント利益 113,649 △7,330 106,318 1,138 107,457

セグメント資産 823,369 394,050 1,217,420 35,428 1,252,848

セグメント負債 393,881 245,393 639,274 21,494 660,769

その他の項目

  減価償却費 29,880 4,405 34,285 358 34,644

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

43,303 6,330 49,634 425 50,059
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表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) 

 
  

 
  

 
  

(単位：千円)

売上高 金額

報告セグメント計 1,817,695

「その他」の区分の売上高 24,417

セグメント間取引消去 △1,725

連結財務諸表の売上高 1,840,387

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 110,009

「その他」の区分の利益 1,138

セグメント間取引消去 △3,690

連結財務諸表の営業利益 107,457

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 1,217,420

「その他」の区分の資産 35,428

連結財務諸表の資産合計 1,252,848
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 （追加情報） 

 当連結会計年度より「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。 

(単位：千円)

負債 金額

報告セグメント計 639,274

「その他」の区分の負債 21,494

連結財務諸表の負債合計 660,769

(単位：千円)

その他の項目 報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

減価償却費 34,285 ― 34,285

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 49,634 ― 49,634
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

（株）アーツ 226,840 システム開発事業

フリービット（株） 221,347 HomeIT事業、システム開発事業
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

HomeIT事業
システム開発 

事業
計

当期償却額 18,491 3,690 22,182 ― ― 22,182

当期末残高 50,110 20,914 71,024 ― ― 71,024

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
当連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 46,314円10銭

１株当たり当期純利益 5,206円66銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,189円53銭

項目
当連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 66,792

普通株式に係る当期純利益(千円) 66,792

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 12,828

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

  当期純利益調整額(千円) ―

  普通株式増加数(株) 42

  （うち新株予約権） （42）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式
について前連結会計年度末から重要な変動がある場合
の概要

―
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(重要な後発事象)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
  至  平成23年３月31日)

自己株式の取得

 当社は、平成23年４月20日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしまし

た。

１．理由

 機動的な資本政策および総合的な株主還元策を遂行する為。

２．取得する株式の種類

 普通株式

３．取得する株式の数

 300株（上限）

４．株式取得価額の総額

 30,000千円（上限）

５．自己株式取得の期間

 平成23年４月21日から平成23年９月30日まで

６．取得の方法

 市場買付
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