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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 917 △2.0 38 △47.0 35 △51.9 18 △56.8
23年3月期第2四半期 936 ― 73 ― 74 ― 43 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 18百万円 （△56.9％） 23年3月期第2四半期 43百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 1,479.09 1,476.25
23年3月期第2四半期 3,406.20 3,388.45

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 1,116 597 53.5
23年3月期 1,252 592 47.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  597百万円 23年3月期  592百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 1,000.00 1,000.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,063 12.1 155 44.9 153 35.7 90 36.2 7,114.31
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(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。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P
４ 「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 14,097 株 23年3月期 14,097 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,332 株 23年3月期 1,313 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,778 株 23年3月期2Q 12,847 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災により打撃を受けた企業活動等に

回復基調が見受けられるものの、電力不足に対する懸念や自粛ムードによる個人消費に対する落ち込み

懸念等、依然として厳しい状況が続いております。また、海外の情勢においても、欧州及び米国におけ

る債務問題の拡大懸念等から、先行きに対する不安が浮上し、円高の進行等を招いており予断を許さな

い状況が続いております。 

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、新規着工数及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、新規分譲マンショ

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、サービス内容といたしましては、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、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㈱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、当第２四半期連結累計期間における経営成績は売上高917百万円（前年同期比18百万円

減）、経常利益35百万円（前年同期比38百万円減）、四半期純利益18百万円（前年同期比24百万円減）

となりました。 

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及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、当四半期連結累計期間におけるサービス戸数は29,510戸となっております。 

こうした事業活動の結果、当四半期連結累計期間における売上高は612百万円（前年同期比157 

百万円増）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㈱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、当四半期連結累計期間における売上高は290百万円（前年同期比179百万

円減）となりました。 

１．当四半期決算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

① HomeIT事業

② システム開発事業
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その他事業につきましては、人材派遣等を行った結果、当四半期連結累計期間における売上高は14

百万円（前年同期比1百万円増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、法人税及び消費税の支払い等により前連結

会計年度末に比べ136百万円の減少となり、1,116百万円となりました。 

負債合計につきましては、借入金の返済により前連結会計年度末に比べ141百万円の減少となり、519

百万円となりました。 

純資産合計につきましては、597百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は53.5％となっております。 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、資産合計の50.7％を占める565百万円であ

り、当該残高に加え、未使用の借入枠を勘案すると、将来の予測可能な運転資金及び資本的支出等の資

金需要に対して十分な財源が存在すると考えております。 

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は、前第２四半期累計期間末に比べ19百万

円増加し、565百万円となりました。 

当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は4百万円となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益が34百万円、減価償却費17百万円、のれん償却費11百万円、売上債

権の減少が54百万円、仕入債務の減少が39百万円になったことによるものです。 

当第２四半期連結累計期間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、有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、101百万円となりました。こ

れは主に、長期借入金の返済による支出87百万円、配当金の支払い12百万円、自己株式の取得による

支出１百万円によるものであります。 

  

平成24年３月期の通期業績につきましては、平成23年５月16日付当社「平成23年決算短信〔日本基準〕

（連結）」にて発表いたしました予想から変更はありません。 

③ その他事業

（２）連結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

② 資金の源泉

③ 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

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

（３）連結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24年３月期第２四半期決算短信（連結）
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 720,823 565,580

受取手形及び売掛金 290,676 236,549

商品及び製品 953 －

仕掛品 2,548 38,294

原材料及び貯蔵品 5,228 9,387

その他 27,781 30,300

貸倒引当金 △9,451 △9,260

流動資産合計 1,038,561 870,851

固定資産   

有形固定資産 97,133 144,591

無形固定資産   

のれん 71,024 59,318

その他 28,135 26,002

無形固定資産合計 99,160 85,321

投資その他の資産 17,992 15,355

固定資産合計 214,286 245,268

資産合計 1,252,848 1,116,120

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,762 40,728

1年内返済予定の長期借入金 174,936 158,236

未払法人税等 33,743 16,587

その他 59,548 58,434

流動負債合計 347,990 273,986

固定負債   

長期借入金 307,727 236,859

退職給付引当金 － 3,066

資産除去債務 5,051 5,099

固定負債合計 312,778 245,025

負債合計 660,769 519,011

株式会社ギガプライズ(3830) 平成24年３月期第２四半期決算短信（連結）
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

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 398,527 404,643

自己株式 △110,850 △111,934

株主資本合計 591,742 596,774

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 336 334

その他の包括利益累計額合計 336 334

純資産合計 592,079 597,109

負債純資産合計 1,252,848 1,116,120

株式会社ギガプライズ(3830) 平成24年３月期第２四半期決算短信（連結）
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 936,359 917,397

売上原価 699,339 679,228

売上総利益 237,019 238,169

販売費及び一般管理費 163,738 199,303

営業利益 73,281 38,865

営業外収益   

受取利息 281 189

受取家賃 780 －

保険解約返戻金 2,206 －

貸倒引当金戻入額 － 191

その他 105 54

営業外収益合計 3,374 435

営業外費用   

支払利息 2,193 2,313

訴訟関連費用 － 1,200

その他 408 195

営業外費用合計 2,602 3,709

経常利益 74,053 35,592

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,680 －

特別利益合計 1,680 －

特別損失   

固定資産売却損 73 －

事務所移転費用 － 1,525

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 1,525

税金等調整前四半期純利益 75,583 34,067

法人税、住民税及び事業税 33,245 15,153

法人税等調整額 △1,422 13

法人税等合計 31,823 15,167

少数株主損益調整前四半期純利益 43,759 18,900

四半期純利益 43,759 18,900
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 43,759 18,900

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 82 △2

その他の包括利益合計 82 △2

四半期包括利益 43,841 18,897

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,841 18,897

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社ギガプライズ(3830) 平成24年３月期第２四半期決算短信（連結）
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 75,583 34,067

減価償却費 14,480 17,693

のれん償却額 10,476 11,706

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,044 △191

受取利息及び受取配当金 △281 △189

支払利息及び社債利息 2,193 2,313

売上債権の増減額（△は増加） 93,777 54,127

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,992 △38,950

仕入債務の増減額（△は減少） △81,476 △39,033

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 3,066

その他 10,755 △5,527

小計 136,456 39,082

利息及び配当金の受取額 196 103

利息の支払額 △2,673 △2,326

法人税等の支払額 △9,098 △32,173

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,880 4,686

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 △17,076 △58,422

無形固定資産の取得による支出 △13,988 △3,823

差入保証金の回収による収入 2,020 3,671

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 △714 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,231 △58,574

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 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △35,534 △87,568

社債の償還による支出 △200,000 －

自己株式の取得による支出  △1,084

配当金の支払額 △12,799 △12,702

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,666 △101,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,315 △155,243

現金及び現金同等物の期首残高 425,924 720,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 546,240 565,580
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該当事項はありません。 

  

  

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
(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。 

  

２．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連結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) 

 
  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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 454,659 469,331 923,990 12,368 936,359

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

862 ― 862 ― 862

計 455,521 469,331 924,853 12,368 937,222

セグメント利益 52,731 19,895 72,626 655 73,281

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 72,626

「その他」の区分の利益 655

四半期連結損益計算書の営業利益 73,281
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 

 
(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。 

  

２．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連結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) 

 
  

  

(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 612,989 290,215 903,205 14,192 917,397

計 612,989 290,215 903,205 14,192 917,397

セグメント利益 69,702 △32,566 37,135 1,730 38,865

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 37,135

「その他」の区分の利益 1,730

四半期連結損益計算書の営業利益 38,865
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（６）重要な後発事象

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

株式会社ユーネットワークスとの吸収分割契約

 

 当社は、平成23年10月26日の取締役会において株式会社ユーネットワークスとの吸収分割契約の締結を決議

し、同日付で吸収分割契約を締結いたしました。

 吸収分割に関する事項の概要は次のとおりであります。

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式

 (1) 被取得企業の名称及び事業の内容

   株式会社ユーネットワークスにおけるUserver.jp事業

 (2) 企業結合を行った主な理由

ユーネットワークスの共用ホスティングサービス「Userver.jp」は、法人向けホームページ作成支援ツ

ール付き共用ホスティングサービスであります。企業結合により、当社のネットワーク事業におけるサー

ビスラインナップの拡充及び一般法人や業務店などの顧客獲得を図り、当該事業の一層の発展をめざすた

めであります。

 (3) 企業結合日

      平成23年12月１日

 (4) 企業結合の法的形式

   会社分割（吸収分割）

２．被取得企業又は取得した事業の取得原価

  取得原価  23,500千円

３．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

 (1) のれんの金額

   23,500千円

 (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) 償却の方法及び償却期間

   ５年間で均等償却

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

  受け入れる資産及び引き受ける負債の額はありません。
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