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半期報告書提出予定日  平成19年12月20日      
 

（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 

10,064（ 20.9） 

8,324（△30.8） 

百万円   ％

△57（  ―）
△567（  ―）

百万円   ％ 

△29（  ―） 
△539（  ―） 

百万円   ％

△175（  ―）
△798（  ―）

19年３月期 16,763（△25.0） △720（  ―） △644（  ―） △1,580（  ―）
 
 

１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）純

利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 

△2,480 07 
△11,680 64 

円 銭

― ―
― ―

19年３月期 △22,816 61 ― ―

(
 
参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 △8百万円  18年９月中間期 △12百万円 19年３月期 ２百万円         

（２）連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 

12,479 
9,498   

百万円

2,840 
3,693 

％ 

20.6 
37.3 

円 銭

36,918 06
51,875 41

19年３月期 11,081  3,321 28.1 43,259 81

(参考) 自己資本 19年９月中間期 2,574百万円  18年９月中間期 3,544百万円  19年３月期 3,109百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 

△1,688 
△700  

百万円
△281 

92 

百万円 

2,292 
△282 

百万円

1,344 
1,415 

19年３月期 △1,669 △1,382 1,761 1,021 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
19年３月期 

円 銭 
― ― 

円 銭
3,000 00

円 銭
3,000 00

20年３月期（実績） ― ― ― ―

20年３月期（予想） ― ― 3,000 00
3,000 00

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％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 
１株当たり 
当期純利益 

通  期 
百万円 ％ 

18,000（7.4） 
百万円 ％

200（―）
百万円 ％

250(―)
百万円 ％ 

100（―） 

円 銭

1,391 40
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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）   無 

 
（２）中間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（中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
(注)詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19年９月中間期 72,790株 18年９月中間期 69,230株 19年３月期 72,770株 
② 期末自己株式数 

19年９月中間期 3,066株 18年９月中間期 900株 19年３月期 900株 
(注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 
 

１．19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

  百万円  ％ 

7,358（ △4.3） 

7,692（△33.6） 

百万円   ％

△29（  ―）
△593（  ―）

百万円   ％

75（  ―）
△546（  ―）

百万円   ％

68（  ―）
△769（  ―）

19年３月期 14,935（△30.0） △828（  ―） △749（  ―） △1,601（  ―）

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円  銭 

967 90 
△11,258 86 

19年３月期 △23,125 42 

 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 

11,831 
9,202   

百万円

2,780 
3,553 

％

23.5 
38.6 

円 銭

39,883  71
52,006 44

19年３月期 10,292 3,071 29.8 42,743 11

 (参考)  自己資本   19年９月中間期  2,780百万円   18年９月中間期  3,553百万円   19年３月期    3,071百万円 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％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 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 14,000( △6.3) 70(  ―) 120(  ―) 100(  ―) 1,391 40

 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性がある為、その結果について当社グループが
保証するものではありません。 
なお、業績予想に関する定性的情報は、３ページから４ページの「１.経営成績」をご参照く

ださい。 
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１.経営成績 
(1) 経営に関する分析 

(当中間期の経営成績) 

 

売上高 
(百万円) 

営業利益又は
営業損失(△)

(百万円) 

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 

中間純利益又
は中間純損失

(△) 
(百万円) 

１株当たり中
間純利益又は
１株当たり中
間純損失(△)

(円) 

平成19年９月中間期 10,064 △57 △29 △175 △2,480.07 

平成18年９月中間期 8,324 △567 △539 △798 △11,680.64 

増減率 20.9％ ―％ ―％ ―％ ―％ 

 
①当中間期における業績全般の動向  

当中間連結会計期間の日本経済は、国際金融市場の混乱の影響など不安要素はあるものの、企業収

益が好調に推移するもとで、設備投資の増加や雇用環境の改善などにより、景気は緩やかな拡大を継

続しております。 

しかし、原油や原材料の高騰など、慎重に対処していくべき要素も含んだ状態で推移しました。 

情報通信分野に目を向けますと、ブロードバンドユーザー数は、2,644万契約と前年同期比で約

13.5％増加し、より高速な通信サービスに対する需要は急速に増加しております。 

移動通信市場では、ＭＮＰ(携帯電話番号ポータビリティ)による需要や、移動通信事業者各社によ

る料金プランの強化等により、平成19年９月末の累計加入数者は9,933万件(前年同期比2.7％増)とな

りました。 

このような事業環境の中、当社グループは、「中小企業支援カンパニー」を目指した事業戦略のも

と、前年度、平成19年２月から事業開始した子会社の技術サポート事業の株式会社ジャパンＴＳＳ、

コールセンター事業の株式会社ＩＰネットサービスや携帯電話販売のＳＨＯＰ事業の株式会社オービ

ーエム城東など、積極的に事業構造の変革に取り組んでまいり、また平成19年12月からは、分社化に

よりドコモショップ事業を株式会社サンデックス(当社100％関連子会社)として事業展開してまいりま

す。 

また、経費削減施策を継続的に取組み、人事面においても社長直轄部門とし、収益構造の改革を展

開しております。 

継続的に企業の社会的責任にかかわる活動として、「コンプライアンス活動」を充実させ、社員教

育の徹底ならびに、「お客様相談室」からのユーザーの声を経営に迅速に反映するなど、全社を挙げ

て、顧客志向経営に努めました。 

以上のような経営努力を傾注いたしました結果、当中間期の連結業績は、売上高においては、前年

同期の83億24百万円から20.9％増加し100億64百万円となりました。 

売上原価は、前年より13億79百万円増加し61億44百万円(前年同期比28.9％増)、売上原価率は3.9ポ

イント上昇して61.1％となりました。 

販売費及び一般管理費は、経費削減に努め、前年より１億48百万円減少し39億77百万円となり、売

上高の増加により売上高販売費及び一般管理費比率は、10.1ポイント減少して39.5％となりました。 

以上の結果、営業損失は、前年同期の５億67百万円から５億10百万円減少し57百万円となりました。 

営業外損益は、メーカーからの販売促進手数料は増加いたしましたが、支払利息の増加などにより、

27百万円(前年同期比1.4％減)の収益となりました。この結果経常損失は、前年同期の５億39百万円か

ら５億９百万円減少し29百万円となりました。 

特別損益は、68万円の収益となり、税金等調整前中間純損失は、29百万円となりました。 

中間純損失は、税金費用が１億２百万円となりその結果、１億75百万円となりました。１株当たり

中間純損失は、2,480.07円となりました。 

― 3 ― 
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②通期の見通し 
当社グループに関連する市場の現状に対する認識といたしましては、ソリューション事業において

は、中小企業のブロードバンド対応の浸透、ＯＡ機器のカラー化・ネットワーク対応機種の普及、な
らびにインターネットを活用した業務支援サービスの需要は引き続き堅調に推移するものと思われま
す。モバイル事業においては、高速通信エリアの拡大や対応端末の本格普及によるモバイルブロード
バンドの進展により、堅調な端末需要が見込まれます。一方、各移動通信キャリアは、総務省のモバ
イルビジネス活性化プランの公表を受けて、端末価格と通信料の分離プランが導入される見込みであ
り、端末販売に関わるビジネスモデルは変革の時を迎えております。 

このような状況のもと、当社グループのソリューション事業においては、ビジネスホン・ＯＡ機
器・ＩＴ商材・法人携帯サービスを、それぞれを専門組織化して教育制度の充実を図り、個人依存型
の売上獲得体制をチーム・プレー型に再構築し、新しい教育体制を既存のリレーションサービスに適
用し、特定の優秀な社員だけでなく、できるだけ多くの社員が新規教育制度から身につけた販売ノウ
ハウを適用し、顧客サービス向上と新規顧客獲得に努めます。下半期においては、これらの対策の効
果が発揮されると想定しており、安定的に損益分岐点以上の売上を確保することで利益率の向上が見
込まれ、通期予想は達成可能と考えております。さらに、モバイル事業では、株式会社オービーエム
城東において、社員教育だけでなく大手移動通信キャリアのキャリアショップを運営し、携帯ショッ
プの立地場所も、ロードサイド、市街地、商業地等に出店しており、さらに社員教育の強化を図り、
携帯電話のセールスフロントとしてのポジションを強化してまいります。 

また、平成19年11月１日付に業務資本提携を締結いたしましたハイブリッド・サービス株式会社株
式関連の当社連結業績に対する寄与度については、現時点において不確定要素があることからも、連
結予想は据え置くことといたします。 

平成20年３月期 通期連結業績予想(平成19年４月１日～平成20年３月31日)   （％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 
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 18,000（7.4） 200（―） 250(―) 100（―） 1,391 40 
 
平成20年３月期 通期個別業績予想(平成19年４月１日～平成20年３月31日)   （％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 
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 14,000( △6.3) 70(  ―) 120(  ―) 100(  ―) 1,391 40

 

③当中間期のセグメント別の動向 
主なセグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 
(ソリューション事業) 
ソリューション事業においては、ビジネスホン販売、ＯＡ機器販売、ＩＴ商材販売、法人携帯サー

ビスと組織体制の整備と人事制度の見直しや、価格競争力のある商品ラインナップの整備などの戦略
を整え、売上高の増加に至りました。 
以上により売上高は、前年同期の61億48百万円から11.5％増加し、68億58百万円となり、営業利益

は前年同期の△72百万円から４億30百万円となりました。 
(モバイル事業) 
当中間連結会計期間においては、ワンセグ端末、音楽放送、電子マネー等に対応した高機能端末の

ラインナップが拡充され、また料金割引プランの充実もあり、需要が拡大しました。この様な状況の
もと、平成19年２月より事業開始した、㈱オービーエム城東にて新規出店に注力し、当連結中間期末
現在で、ドコモショップ４店舗、ドコモスポット１店舗、auショップ１店舗、ソフトバンクショップ
７店舗、併売ショップ18店舗の合計31店舗(前年同期末５店舗)となりました。携帯電話の拡販や販売
チャネルの拡充に注力し、新規の出店や立ち上げを実施し、ショップでの生産効率の向上に努めまし
た。 
以上により売上高は前年同期の13億84百万円から69.8％増加し、23億50百万円となり、営業損失は

前年同期の53百万円から２億円となりました。 
(サービス＆サポート事業) 
ＩＳＰサービスにおいては、通話料着払いサービスやセキュリティサービス等の新サービスの拡販

に努め、金融サービスにおいては、医療債権のファクタリングも堅調に推移いたしました。 
以上により売上高は前年同期の８億66百万円から9.8％増加し９億51百万円となり、営業利益は前年

同期の△22百万円から74百万円となりました。 

― 4 ― 



㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 (2) 財政状態に関する分析 

当中間期における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況 

(連結財政状態) 

 前連結会計年度 当中間連結会計期間 増減 

総資産 11,081百万円 12,479百万円 1,397百万円 

純資産 3,321百万円 2,840百万円 △480百万円 

自己資本比率 28.1％ 20.6％ △7.5％ 

1株当り自己資本 43,259.81円 36,918.06円 △6,341.75円 

(連結キャッシュ・フローの状況) 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △700百万円 △1,688百万円 △988百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー 92百万円 △281百万円 △373百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー △282百万円 2,292百万円 2,574百万円

換算差額 0百万円 0百万円 0百万円

現金及び現金同等物の増減額 △890百万円 322百万円 1,213百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,415百万円 1,344百万円 △71百万円

総資産は、前期末に比べ13億97百万円増加し、124億79百万円となりました。これは、主に金融サ

ービスにおける取扱高の増加により、営業資産の金銭債権未収入金が５億22百万円増加したことが

主因です。 

負債は、前期末に比べ18億78百万円増加し、96億39百万円となりました。これは、主にモバイル

事業における出店費用や金融サービスにおける取扱の増加等の事業資金の短期借入金が24億75百万

円の増加したことが主因です。 

少数株主持分は、前期末に比べ54百万円増加し、２億66百万円となりました。 

純資産は、前期末に比べ４億80百万円減少いたしました。これは主に、配当金の支払２億15百万

円及び中間純損失１億75百万円によるものであります。 

 

営業活動によるキャッシュ･フローは、前年同期と比較して、９億88百万円減少し16億88百万円の

支出となりました。これは、主として金融サービスにおける取扱高の増加により、営業資産の金銭

債権未収入金５億22百万円の支出及び営業貸付金３億28百万円の支出によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、前年同期と比較して、３億73百万円減少し２億81百万円の

支出となりました。これは主に、モバイル事業の出店に伴う固定資産の取得による支出88百万円、

差入保証金を１億47百万円支出し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･フローは、前年同期と比較して、25億74百万円増加し22億92百万円の

収入となりました。これは配当金の支払い２億15百万円、長期借入金の返済による支出77百万円、

社債償還による支出１億円、自己株式の取得により１億44百万円の支出と短期借入金の実施により

23億90百万円の収入によるものであります。 
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以上の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前期末に比べて71百万円減少し13億44百万

円となりました。 

 (キャッシュ・フロー指標のトレンド) 

 前連結会計年度 当中間連結会計期間 

自己資本比率 28.1％ 20.6％ 

時価ベースの自己資本比率 67.59％ 31.32％ 

債務償還年数 ―年 ―年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 

（注）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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも財務数値により計算している。 

※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る。有利子負債は貸借対照表に計上されてい

る負債のうち利子を払っているすべての負債を対象としている。 
 
 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様に対する安定した配当が当社の重要な方針のひとつであることから、配当金

の株主還元を最優先に位置付けており、経営の効率性及び収益性のさらなる改善によりキャッシ

ュ・フローの向上に努め、安定した配当を継続することを基本としつつ、今後の事業展開等を勘案

して検討することとしております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の

決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 

(4) 事業に関するリスクについて 

以下において、当社グループの平成20年３月期中間期の連結財務諸表においての重要なリスク要

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、当社グループがお客様に提供する価値は、お客様の快適運用と最適活用を実現することで

あります。即ち当社グループの価値は、お客様の期待以上であった時に、当社グループに対する信

用や信頼度の向上といった無形の財産として形成されます。当社グループが属する業界は技術革新

が激しく、陳腐化する恐れがあります。この技術革新スピードに常に対処すべく、組織的に習得す

るとともに、お客様からの要望をスピーディーに掴み、適切かつ迅速な対応ができる体制を整えて

おります。 

 

（ソリューション事業） 

当社グループの得意とするコンサルティングセールスを強化するため、アドバイザーの能力強化

やマネージャーの育成等に引き続き注力する方針ですが、優秀な人材の確保・育成が計画通り進ま

ない場合には、業績に影響を受ける可能性があります。 

コールセンター営業においては、回線サービスの取次による収益が、市場の普及率などにより通

信キャリアから変更になる場合には、業績に影響を受ける可能性があります。 

（モバイル事業） 

当社グループは、東北地区・九州地区においてドコモグループ各社と販売代理店契約を締結し、

販売活動をおこなっておりますが、各キャリアによって手数料の金額、支払対象期間が異なるとと

もに、各キャリアは事業方針により手数料を変更するため、大幅な取引条件の変更が発生した場合

には業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社100％子会社のオービーエム城東では、ショ

ップ出店が立地条件などの様々な状況により計画通り進捗しない場合には、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

（サービス＆サポート事業） 

ＩＳＰ事業において、様々なインターネット接続業者が、混在しておりますが、当社グループの

強みである中小企業並びに個人事業主に向けての加入者の獲得が計画通り進捗せず、またサービス

面での差別化が図れない場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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（セキュリティ管理について） 

当社グループが営む、業界においては、当該業務の性格上、多数のお客様の情報を保有しており

ます。当社グループでは、情報の取扱については各種の規程を整備するとともに、教育を徹底して

おります。このような対策にもかかわらず当社グループから情報漏洩が万が一にも発生した場合に

は、損害賠償責任を負う可能性があり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（新規事業について） 

当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるため、新サービスの提供を積極的に

取り組んでいく考えであります。これにより教育コスト、宣伝広告費等の追加的な支出が一時的に

発生し収益が一時的に低下する可能性があります。また、予測とは異なり新サービス・新事業など

の展開が計画通りに進まない場合、投資を回収できず、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

（仕入先の依存度について） 

当社グループの主要な仕入先は、主に「ソリューション事業」および「モバイル事業」において、

日本電信電話株式会社グループ（東日本電信電話㈱・西日本電信電話㈱、ドコモサービス東北㈱・

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（以下「ＮＴＴグループ」と言う。））からの仕入となっており

ます。ＮＴＴグループ各社とは販売代理店契約を締結しており、取引関係は安定していると考えて

おりますが、仕入条件や受取手数料の動向等が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の

動向によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(内部管理体制について) 

当社グループは、平成19年９月末において、当社と連結子会社５社及び持分法適用関連会社１社

によりグループ運営を行い、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。 

当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能す

ることが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性を確保し、財務報告の信頼性を高め、さらに

健全な倫理観に基づく法令厳守を徹底することを目的に、社長直轄の独立したコンプライアンス推

進室を設置する等、内部管理体制の充実に努めております。しかしながら、事業の急速な拡大によ

り、十分な内部管理体制が追いつかないという状況が生じる場合には、平成20年度から導入される

ことが決定している金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価」への対応等で支障

が生じる可能性や当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

２.企業集団の状況 

当社グループは、株式会社エフティコミュニケーションズ及び連結子会社５社、関連会社１社（持
分法適用）で構成されております。 
 
(1)ソリューション事業 

①情報通信機器販売 
当社の得意とするブロードバンド等の新しい通信ネットワークに対応しつつ、ＩＰ電話、Ｉ

Ｐファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合機、法人携帯サービス（法人向けモバイル
ソリューションサービス）セキュリティ商品等を中小企業並びに個人事業主に対して販売を注
力しております。 

②ソフトウェア販売及びホームページ作成支援 
ホームページ制作支援サービスは、専門知識が無くてもホームページができ、またＳＥＯ(検

索エンジン最適化)を提供し、本格的なホームページと、万全なアフターフォローを提供いたし
ます。 

③コールセンター 
アウトバウンドコールセンターの運営により、コンシューマー向けに回線サービスの提供を

いたしております。 
④技術サポート 

グループ会社の販売した情報通信機器の施工、保守、サポートや、グループ以外より電気通
信設備工事を受託し施工いたしております。 

 
(2)モバイル事業 

①モバイル商品販売 
移動体通信事業者より移動体通信機器端末を仕入れ、当社グループ直営店にて一般消費者へ

販売するとともにＦＭＳ加盟店（当社グループのモバイル商品のＦＣ代理店）、取次店への販
売を行なっております。 
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(3)サービス＆サポート事業 

①ＡＳＰサービス 
ホスティングサービス、人材支援サービス等を、ＡＳＰサービスの商品ラインナップとして

取り扱っております。 
②ＩＳＰサービス 

ＩＳＰサービスは、インターネットサービスプロバイダー、ＩＰインフラ、画像サービスを
ワンストップで提供するインターネット接続サービスを提供しております。 

③オフィスサプライサービス 
当社グループが提供するサービスは、自社ブランド「いますぐねっと」として、中小企業並

びに個人事業主向けに、事務用品、消耗品、コピー用紙ならびにその他什器、備品などをカタ
ログ通信販売やオンラインショッピングで提供しております。 

④金融サービス 
主に医療法人向けに、診療報酬債権等のファクタリング事業を行っております。 

 
事業内容と各社の当該事業にかかる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりです。 

事業の種類別セグメントの名称 

セグメント 主要商品 
主な事業内容 主要な会社 

情報通信機器販売 

IP電話・IPファックス・ビジネスホ
ン・ファクシミリ・複合機等の販売、
据付・法人携帯サービス（法人向けモ
バイルソリューションサービス） 

当社 

ソフトウェア販売及びホー
ムページ作成支援 

ホームページ作成サービス(Ｗｅｂ構
築パック、ｅ-Ｒａｎｋ) 

当社 

コールセンター 回線サービス取次 (株)ＩＰネットサービス 

ソリューション事業 

技術サポートサービス 
情報通信機器の施工、保守、サポー
ト、電気通信設備工事 

(株)ジャパンＴＳＳ 

モバイル事業 モバイル商品販売 
一般消費者向け携帯電話の販売、移動
体加入手数料 

当社 
(株)オービーエム城東 

ＡＳＰサービス 
ホスティングサービス、業務支援サー
ビス 

（株）フレクソル 
（株）イー・カムトゥルー 

ＩＳＰサービス 
ＩＰ電話サービス、インターネットプ
ロバイダー 

（株）アイエフネット 

オフィスサプライサービス オフィスサプライ通販 当社 

サービス＆サポート事業 

金融サービス 診療報酬債権等のファクタリング (株)フレクソル 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業向け情報通信機器・ソフトウェア販売・ 

法人携帯サービス（モバイルソリューションサービス） 

ソリューション事業 

得 

意 

先 

出資 

出資 

情報通信機器の施工、保守、サポート、 
電気通信設備工事 
㈱ジャパンＴＳＳ   連結子会社88.9%

一般消費者向け 
回線サービス取次販売 
㈱ＩＰネットサービス 連結子会社60% 

一般消費者向け 

ドコモショップ運営による携帯電話販売 

モバイル事業 

得 

意 

先 

一般消費者向け 

ソフトバンク・ａｕ・併売ショップによる携帯電話販売

㈱オービーエム城東  連結子会社100% 
出資 

中小企業向け 

オフィスサプライ商品の販売 

サービス＆サポート 

得 

意 

先 

中小企業向け 
ＩＳＰサービスの提供 
㈱アイエフネット   連結子会社51% 

出資 

中小企業向け 
ＡＳＰサービスの提供・金融サービスの提供 

㈱フレクソル     連結子会社100% 

出資 

ＡＳＰサービスの開発 
㈱イー・カムトゥルー 
    持分法適用関係会社22.7% 

 

当社 

 

 

当社 

 

 

当社 
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３.経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、昭和60年の設立以来｢お客様第一主義｣を徹底し、有線電話機を主力商品とする
営業に力を注いでまいり、常に時代に則した提案力を有する企業でありたいと考え事業の発展を図
ってまいりました。 
当社グループのビジネス領域は、我が国の経済構造の基幹を支える中小企業並びに個人事業主で

あります。 
情報通信市場が成長・成熟する一方、情報通信機器の複合化、融合化が進展する状況にあり、こう
した傾向は、今後、ますます拡大するものと思われます。  
このような変化の厳しい状況下において、当社グループは基本戦略として掲げ実行・努力してお

ります「事業構造のイノベーション(改革)」の継続に加え、通信機器の販売と技術サポートにおい
て蓄積してまいりました独自のインフラを基本に、組織体系的なサービス力の更なる強化を図り、
「事業の創造」と「思考の展開」により、ＡＳＰサービスなど新たな企業支援サービスの開発を積
極的に推進して参ります。  
また、オフィス環境の変化、情報通信に関連したニーズの高度化・多様化に的確に応え、最適な

情報通信機器・サービスの提供により、お客様の事業拡大・業務効率化等を支援することが相互信
頼構築の基本であり、中期経営計画の基本方針に掲げる「中小企業支援カンパニーへの変革」を実
現するための基本でもあると認識しております。  
一方、優良企業とのアライアンス等の推進により、新しいソリューションのビジネスモデルの創

出や業容拡大を図り、更なる顧客基盤の拡大と経営基盤の安定に努めて参ります。 
 
(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、継続的な事業の拡大を通じて企業価値を向上していくことを重要な経営目標と
位置付けております。新規事業については早期の単月黒字化を重視し、経営指標としては、ＲＯＡ
（総資本利益率）およびＲＯＥ（株主資本利益率）の向上を目指しております。 

 
(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、今後様々な構造改革による経営資源の効率化、積極的な研究開発投資やＭ＆Ａ
等を行い、顧客基盤の拡大とコアサービスの充実に努め、経営基盤を強固なものとし、戦略的なサ
ービスラインアップの拡充をしてまいります。 
また、当社グループのビジネスモデルは訪問・提案・契約・販売・設置・保守・サポートにいた

るまで、総合力を活かしたワンストップソリューションを実現していけることが強みであると考え
ており、人材に選ばれる企業となるための３つの創造として以下の戦略を遂行しております。 
①高収益付加価値の創造 

オフィス・トータル・ソリューションを基盤にお客様の満足を追求するとともに、収益性を高
め、企業価値を高めます。 

②環境の創造 
情報通信を提供しお客様、地域社会と協働して豊かな社会にふさわしい環境を創り出します。 

③変革の創造 
経営環境の変化を先取りし、技術革新・業務革新に取り組み、お客様の満足の獲得に向け常に変

革し続けます。 
 

(4)会社の対処すべき課題 

市場環境やインターネットを利用したサービスの多様化並びに携帯電話販売市場の変化により、

事業環境は厳しい状況が続いています。 

こうした中で当社グループは、中期経営計画の基本方針に掲げる「中小企業支援カンパニーへの

変革」を実現するために、 

①コンプライアンスにつきましては、法務部門が業務活動の全般に関し、妥当性、有効性、法律・

法令の厳守状況等について監督実施して、具体的な助言、指導を行い、企業理念を全従業員に

徹底し、リスク管理の強化、内部監査機能の充実、コンプライアンスの向上を図ります。 

②事業において、顧客の潜在的ニーズを的確に捉え、組織的、体系的なサービス力の改善・強化を

行い、市場・顧客のニーズに的確に応えることにより事業の継続的な成長を図ります。 

③企業の成長を図る為に、積極的に優秀な人材の採用と人材の育成を図ります。 
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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※２  2,748,921   2,426,352  2,156,600

２ 受取手形及び売掛金  1,241,229   1,852,056   1,739,739

３ たな卸資産   421,771   675,920   651,813

４ リース残債権   114,111   184,305   153,550

５ 金銭債権未収入金 ※７  －   936,563   413,594

６ 営業貸付金   －   328,560   －

７ その他   342,839   330,047   268,834

貸倒引当金   △55,383   △56,457  △92,448

流動資産合計   4,813,490 50.7  6,677,348 53.5  5,291,685 47.8

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※1,2  1,649,212 1,653,860  1,654,372

(2) 土地 ※２  1,378,030 1,266,516  1,266,516

(3) その他 ※１  100,848 70,818  76,554

有形固定資産合計   3,128,091 32.9 2,991,195 24.0  2,997,443 27.0

２ 無形固定資産    

(1) のれん   － 930,037  1,037,935

(2) その他   73,430 71,747  51,967

無形固定資産合計   73,430 0.8 1,001,785 8.0  1,089,902 9.8

３ 投資その他の資産    

(1) 長期性預金 ※３  1,000,000 1,000,000  1,000,000

(2) その他 ※2,4  494,225 835,195  714,015

  貸倒引当金   △10,629 △26,008  △11,250

投資その他の資産 
合計 

  1,483,595 15.6 1,809,186 14.5  1,702,764 15.4

固定資産合計   4,685,118 49.3 5,802,166 46.5  5,790,111 52.2

資産合計   9,498,608 100.0 12,479,515 100.0  11,081,796 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※2,5  981,263   1,201,494  1,517,966  

２ 短期借入金 ※2,6  255,712   3,151,704  675,712

３ １年内償還予定社債   ―   200,000  200,000

４ 未払金   435,427   498,000  586,485  

５ 未払費用   229,728  225,240  234,841  

６ 未払法人税等   51,727   125,213  106,462

７ 賞与引当金   268,000   122,440  120,460

８ 前受保守料   845,213   631,680  743,559

９ リース残債務   151,149   227,228  234,681

10 金銭債権未払金 ※７  ―   70,918  35,524

11 その他   176,276 240,548  171,891

流動負債合計   3,394,498 35.7 6,694,469 53.6  4,627,584 41.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   ― 1,067,850  1,167,850

２ 長期借入金 ※２  905,004 1,093,300  827,148

３ 長期前受保守料   1,447,029 773,094  1,080,783  

４ その他   58,321   10,301  56,958  

固定負債合計   2,410,355 25.4 2,944,545 23.6  3,132,739 28.3

負債合計   5,804,853 61.1 9,639,014 77.2  7,760,324 70.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   578,482 6.1 754,566 6.0  754,115 6.8

２ 資本剰余金   507,602 5.3  683,682 5.5  683,231 6.2

３ 利益剰余金   2,832,994 29.8 1,655,628 13.3  2,046,680 18.5

４ 自己株式   △375,605 △3.9 △519,716 △4.2  △375,605 △3.4

株主資本合計   3,543,474 37.3 2,574,159 20.6  3,108,421 28.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,172 0.0 △85 △0.0  660 0.0

評価・換算差額等 
合計 

  1,172 0.0  △85 △0.0  660 0.0

Ⅲ 少数株主持分   149,108 1.6 266,425 2.2  212,389 1.9

純資産合計   3,693,755 38.9 2,840,500 22.8  3,321,471 30.0

負債純資産合計   9,498,608 100.0 12,479,515 100.0  11,081,796 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,324,748 100.0 10,064,888 100.0  16,763,990 100.0

Ⅱ 売上原価  4,765,704 57.2 6,144,712 61.1  9,665,456 57.7

売上総利益   3,559,044 42.8 3,920,175 38.9  7,098,533 42.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売手数料  277,731 170,060 504,465  

２ 役員報酬 129,624 110,046 250,538  

３ 給与手当 1,659,205 1,694,889 3,198,569  

４ 賞与 101,591 110,563 340,203 

５ 賞与引当金繰入額  184,701 97,221 97,557 

６ 退職給付費用  26,312 21,866 49,952 

７ 法定福利費  247,031 217,454 459,123 

８ 地代家賃  272,519 269,862 515,108 

９ 旅費交通費  259,344 221,648 516,027 

10 減価償却費  73,228 70,528 148,687 

11 広告宣伝費  90,107 77,602 156,137 

12 支払手数料  150,598 270,978 367,081  

13 貸倒引当金繰入額  17,069 7,186 53,114 

14 のれん償却額  ― 107,897 42,681 

15 その他  637,816 4,126,883 49.6 530,137 3,977,942 39.5 1,120,206 7,819,455 46.6

営業損失(△)   △567,839 △6.8 △57,767 △0.6  △720,922 △4.3

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,164 3,433 4,808   

２ 受取販売奨励金  30,753 44,334 61,946 

３ 営業支援金収入  6,618 6,526 14,209 

４ 法人税等還付加算金  11,021 ― ― 

５ 消費税等免税益  ― 25,682 ― 

６ その他  6,138 56,697 0.7 12,562 92,539 0.9 42,128 123,093 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  15,799 26,210 33,927 

２ 持分法による 
  投資損失 

 12,513 8,346 ― 

３ 支払手数料  ― 26,150 5,766 

４ その他  158 28,471 0.4 3,997 64,704 0.6 6,791 46,485 0.3

経常損失(△)   △539,613 △6.5 △29,931 △0.3  △644,313 △3.8

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  1,200 1,200 0.0 6,907 6,907 0.1 ― ― ―
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※１ 2,024 5,635 19,549 

２ 減損損失 ※３ ― ― 142,316 

３ 事業所閉鎖損 ※２ 56,882 ― 111,270 

４ 商品評価損 ※４ ― ― 172,649 

５ 保険解約損  10,506 ― 10,506 

６ その他  ― 69,413 0.8 587 6,222 0.1 ― 456,292 2.8

税金等調整前中間(当期)
純損失(△) 

  △607,825 △7.3 △29,247 △0.3  △1,100,606 △6.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 37,099 103,179 117,774 

法人税等調整額  138,279 175,378 2.1 △433 102,745 1.0 319,509 437,283 2.6

少数株主利益   14,934 0.2 43,448 0.4  42,441 0.2

中間(当期)純損失(△)   △798,138 △9.6 △175,442 △1.7  △1,580,331 △9.4
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
評価・換

算差額等 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

  

平成18年３月31日残高 

(千円) 
578,482 507,602 3,836,122 △375,605 4,546,602 3,147 134,174 4,683,924

中間連結会計期間中の

変動額(千円) 
   

剰余金の配当(千円) 

 (注) 
 △204,990 △204,990   △204,990

中間純損失(千円)  △798,138 △798,138   △798,138

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額(純額) 

 (千円) 

 △1,975 14,934 12,959

中間連結会計期間中の

変動額合計(千円) 
― ― △1,003,128 ― △1,003,128 △1,975 14,934 △990,168

平成18年９月30日残高 

(千円) 
578,482 507,602 2,832,994 △375,605 3,543,474 1,172 149,108 3,693,755

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
評価・換

算差額等 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

  

平成19年３月31日残高 

(千円) 
754,115 683,231 2,046,680 △375,605 3,108,421 660 212,389 3,321,471

中間連結会計期間中の

変動額(千円) 
   

新株の発行(千円) 451 451 902   902

剰余金の配当(千円) 

(注) 
 △215,610 △215,610   △215,610

中間純損失(千円)  △175,442 △175,442   △175,442

自己株式の取得 

(千円) 
 △144,111 △144,111   △144,111

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額(純額) 

 (千円) 

 △745 54,036 53,290

中間連結会計期間中の

変動額合計(千円) 
451 451 △391,052 △144,111 △534,262 △745 54,036 △480,971

平成19年９月30日残高 

(千円) 
754,566 683,682 1,655,628 △519,716 2,574,159 △85 266,425 2,840,500

(注) 平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 
評価・換

算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
578,482 507,602 3,836,122 △375,605 4,546,602 3,147 134,174 4,683,924

連結会計年度中の変動額 

（千円） 

新株の発行（千円） 175,632 175,629 351,261 351,261

剰余金の配当（千円） △204,990 △204,990 △204,990

当期純損失（千円） △1,580,331 △1,580,331 △1,580,331

非連結子会社の連結 

開始に伴う利益剰余金 

の減少額（千円） 

△4,120 △4,120 △4,120

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動 

額(純額) （千円） 

△2,486 78,214 75,728

連結会計年度中の変動額 

合計（千円） 
175,632 175,629 △1,789,442 ― △1,438,181 △2,486 78,214 △1,362,452

平成19年３月31日残高 

（千円） 
754,115 683,231 2,046,680 △375,605 3,108,421 660 212,389 3,321,471
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間(当期)純損失
(△) 

 △607,825 △29,247 △1,100,606

減価償却費  87,612 81,037 178,998

減損損失  ― ― 142,316

のれん償却額  ― 107,897 42,681

貸倒引当金の増減(△)額  15,850 △21,232 53,537

賞与引当金の増減(△)額  △52,000 1,980 △200,302

役員退職慰労引当金の増減(△)額  △50,000 ― △50,000

受取利息及び受取配当金  △2,164 △3,633 △4,808

支払利息  15,799 26,210 33,927

事業所閉鎖損  56,882 ― 111,270

売上債権の増(△)減額  168,956 △112,317 △235,958

たな卸資産の増(△)減額  92,079 △24,106 △249,743

金銭債権未収入金の増(△)減額  ― △522,969 △145,409

営業貸付金の増(△)減額  ― △328,560 ―

仕入債務の増減(△)額  △210,708 △316,471 254,295

未払消費税等の増減(△)額  △11,521 42,668 △10,995

前受保守料の増減(△)額  △524,947 △419,568 △992,847

その他  △36,717 △67,331 195,553

 小計  △1,058,704 △1,585,644 △1,978,090

利息及び配当金の受取額  2,772 4,004 4,058

利息の支払額  △15,855 △26,444 △38,368

法人税等の支払額  △33,947 △80,274 △63,909

法人税等の還付額 405,544 ― 406,533

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △700,190 △1,688,358 △1,669,776
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金預入による支出  △108,000 △117,000 △252,000

定期預金の払戻による収入  180,000 170,000 522,525

固定資産の取得による支出  △26,856 △88,006 △68,518

投資有価証券の取得による支出  △298 ― ―

貸付による支出  ― △134,400 △45,762

貸付金の回収による収入  ― 16,922 27,130

保険積立金の解約による収入  42,222 ― 42,222

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式取得による支出 

※２ ― ― △949,538

事業の譲受に伴う支出 ※３ ― ― △625,143

保証金差入による支出  ― △147,451 △86,936

その他投資活動による支出  △39,513 △2,714 △7,736

その他投資活動による収入  44,933 21,644 61,413

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 92,487 △281,005 △1,382,343

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減  ― 2,390,000 420,000

社債の発行による収入  ― ― 1,354,044

社債の償還による支出  ― △100,000 ―

長期借入による収入  ― 430,000 ―

長期借入金の返済による支出  △77,856 △77,856 △155,712

株式の発行による収入  ― 902 348,552

自己株式の取得による支出  ― △144,730 ―

少数株主からの払込による収入  ― 9,410 ―

配当金の支払額  △204,990 △215,610 △204,990

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △282,846 2,292,115 1,761,895

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  14 ― 14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △890,535 322,751 △1,290,210

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,305,931 1,021,600 2,305,931

Ⅶ 非連結子会社の連結開始に伴う現金 

及び現金同等物の増加額 
 ― ― 5,879

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
 1,415,396 1,344,352 1,021,600
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

(1) 連結子会社の数 ２社
  連結子会社の名称 
  株式会社アイエフネッ

ト 
  株式会社フレクソル 

(1) 連結子会社の数 ５社
連結子会社の名称 
株式会社アイエフネッ
ト 
株式会社フレクソル 
株式会社ジャパンＴＳ
Ｓ 
株式会社オービーエム
城東 
株式会社ＩＰネットサ
ービス 

 

(1) 連結子会社の数 ５社 
連結子会社の名称 
株式会社アイエフネッ
ト 
株式会社フレクソル 
株式会社ジャパンＴＳ
Ｓ 
株式会社オービーエム
城東 
株式会社ＩＰネットサ
ービス 
当社の非連結子会社

でありましたファミリ
ーサービス株式会社
は、株式会社ジャパン
ＴＳＳと社名変更を行
い、平成19年２月１日
より情報通信機器の施
工・保守・サポートの
営業を開始し重要性が
増加したことから、連
結子会社に含めており
ます。同社の連結対象
となる事業年度の月数
は２ヶ月間となってお
ります。 
また、株式会社オー

ビーエム城東と株式会
社ＩＰネットサービス
は平成19年２月１日付
で株式の取得により連
結子会社となりました
ので、当連結会計年度
においては、同社の連
結対象となる事業年度
の月数は２ケ月間とな
っております。 

 (2) 非連結子会社の数 
１社

  非連結子会社の名称 
  ファミリーサービス株

式会社 
  (連結の範囲から除い

た理由) 
  非連結子会社は、小規

模であり、総資産、売
上高、中間純損益（持
分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合
う額）は、いずれも中
間連結財務諸表に重要
な影響をおよぼしてい
ないためであります。

(2)    ――― (2)    ――― 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(1) 持分法適用の関連会社
数       １社
持分法適用の関連会
社の名称 
株式会社イー・カム
トゥルー 

(1) 持分法適用の関連会社
数       １社 
持分法適用の関連会
社の名称 
株式会社イー・カム
トゥルー 

(1) 持分法適用の関連会社
数       １社
持分法適用の関連会
社の名称 
株式会社イー・カム
トゥルー 

 (2) 持分法を適用しない非
連結子会社の名称 
 ファミリーサービ
ス株式会社 
 
 (持分法を適用しな
い理由) 
 持分法を適用しな
い非連結子会社は、
中間純損益（持分に
見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合
う額）等から見て、
持分法の対象から除
いても中間連結財務
諸表に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全
体としても重要性が
ないため持分法の適
用範囲から除外して
おります。 

(2)    ――― (2)    ――― 

 (3) 持分法適用会社は、
中間決算日が中間連
結決算日と異なるた
め、同社の中間会計
期間に係る中間財務
諸表を使用しており
ます。 

(3) 同左 (3) 持分法適用会社は、
決算日が連結決算日
と異なるため、同社
の事業年度に係る財
務諸表を使用してお
ります。 

３ 連結子会社の中間
決算日（決算日）
等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日
は、９月30日であり、中間
連結決算日と一致しており
ます。 

 同左  連結子会社の決算日は、
３月31日であり、連結決算
日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関
する事項 

 (1) 重要な資産の評
価基準及び評価
方法 

(イ)有価証券  
 その他有価証券 
   時価のあるもの 
    中間連結決算日の

市場価格等に基づ
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) 

   時価のないもの 
    移動平均法による

原価法 

(イ)有価証券  
 その他有価証券 
   時価のあるもの 
    同左 
 
 
 
 
 
 
 
   時価のないもの 
    同左 

(イ)有価証券  
 その他有価証券 
   時価のあるもの 
    決算日の市場価格

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) 

 
   時価のないもの 

同左 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (ロ)たな卸資産 
 ① 商品 
   月次総平均法による

原価法 
 ② 原材料 
   終仕入原価法に基

づく原価法 
 ③ 貯蔵品 
   終仕入原価法に基

づく原価法 

(ロ)たな卸資産 
 ① 商品 
   同左 
 
 ② 原材料 
   同左 
 
 ③ 貯蔵品 
   同左 

(ロ)たな卸資産 
 ① 商品 
   同左 
 
 ② 原材料 
   同左 
  
 ③ 貯蔵品 
   同左 

 (2) 重要な減価償却
資産の減価償却
の方法 

(イ)有形固定資産 
  定率法 
    ただし、平成10年

４月１日以降取得の
建物(建物附属設備
を除く)について
は、定額法を採用し
ております。 

    なお、主な耐用年
数は以下のとおりで
あります。 

    建物 34～50年 

(イ)有形固定資産 
  定率法 

ただし、平成10年
４月１日以降取得の
建物(建物附属設備
を除く )について
は、定額法を採用し
ております。 

なお、主な耐用
年数は以下のとおり
であります。 

建物及び構築物  
34～50年 

(会計方針の変更) 
当社及び連結子会

社は、法人税法の改
正に伴い、当中間連
結会計期間より、平
成19年４月１日以降
に取得した有形固定
資産について、改正
後の法人税法に基づ
く減価償却の方法に
変更しております。
なお、この変更に

伴う営業損失、経常
損失及び税金等調整
前中間純損失に与え
る影響額は軽微であ
ります。 

(イ)有形固定資産 
  定率法 

ただし、平成10
年４月１日以降取得
の建物(建物附属設
備を除く)について
は、定額法を採用し
ております。 

なお、主な耐用
年数は以下のとおり
であります。 
建物及び構築物 

  34～50年    

 (ロ)無形固定資産 
  定額法 
   なお、自社利用の

ソフトウェアについ
ては、社内における
利用可能期間(５年)
に基づく定額法を採
用しております。 

(ロ)無形固定資産 
定額法 
 なお、自社利用の
ソフトウェアについ
ては、社内における
利用可能期間(５年)
に基づく定額法を採
用しております。 
 また、のれんは５
年間均等償却を行っ
ております。 

(ロ)無形固定資産 
  定額法 

 同左 

 (ハ)投資その他の資産 
 「その他」(投資不動産)
  定率法 
    主な耐用年数は以

下のとおりでありま
す。 

    建物  34年 

(ハ)投資その他の資産 
 「その他」(投資不動産)
  同左 

(ハ)投資その他の資産 
 「その他」(投資不動産)
  同左 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 繰延資産の処理
方法 

――― 株式交付費 
 支出時に全額費用処理
しております。 

株式交付費 
 支出時に全額費用処理
しております。 

社債発行費 
 支出時に全額費用処理
しております。 

 (4) 重要な引当金の
計上基準 

(イ)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。 

(イ)貸倒引当金 
  同左 

(イ)貸倒引当金 
  同左 

 (ロ)賞与引当金 
  従業員に対して支給す

る賞与の支出に備えるた
め、将来の支給見込額の
うち当中間連結会計期間
の負担額を計上しており
ます。 

(ロ)賞与引当金 
  同左 

(ロ)賞与引当金 
  従業員に対して支給す

る賞与の支出に備えるた
め、将来の支給見込額の
うち当連結会計年度の負
担額を計上しておりま
す。 

 (5) 重要な外貨建の
資産及び負債の
本邦通貨への換
算基準 

 外貨建債権債務は、中間
連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理して
おります。 

 同左  外貨建債権債務は、連結
決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しており
ます。 

 (6) 重要なリース取
引の処理方法 

 リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。 

 同左  同左 

 (7) 重要なヘッジ会
計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理によっ

ております。また、金利
スワップについては特例
処理の条件を充たしてい
る場合には特例処理を採
用しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 
  同左 

(イ)ヘッジ会計の方法 
  同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ方
法 

 (金利関連) 
 ① ヘッジ手段 
   金利スワップ取引 
 ② ヘッジ対象 
   借入金 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ方
法 

 同左 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ方
法 

 同左 

 (ハ)ヘッジ方針 
  金利リスクを低減する

目的で金利スワップを利
用しております。 

(ハ)ヘッジ方針 
  同左 

(ハ)ヘッジ方針 
  同左 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (ニ)ヘッジの有効性評価の
方法 

  ヘッジ開始時から有効
性判定時点までの期間に
おいて、ヘッジ対象とヘ
ッジ手段それぞれの相場
変動またはキャッシュ・
フロー変動の累計を比較
しております。 

  ただし、特例処理によ
っている金利スワップに
ついては、有効性の評価
を省略しております。 

(ニ)ヘッジの有効性評価の
方法 

  同左 

(ニ)ヘッジの有効性評価の
方法 

  同左 

 (ホ)その他ヘッジ会計に係
わるリスク管理方法 
 ヘッジ取引の基本方
針は取締役会で決定さ
れ、取引実施部門であ
る財務管理部において
厳正な管理をおこない
内部牽制機能が有効に
作用する体制をとって
おります。 

(ホ)その他ヘッジ会計に係
わるリスク管理方法 
同左 

(ホ)その他ヘッジ会計に係
わるリスク管理方法 
 同左 

(イ)消費税等の会計処理 
  消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式
によっております。 

(イ)消費税等の会計処理 
  同左 

(イ)消費税等の会計処理 
  同左 

 (8) その他中間連結
財務諸表（連結
財務諸表）作成
のための重要な
事項 (ロ)保守契約取引の会計処

理 
  機器販売契約に付随し

て顧客との間で締結する
保守契約の対価として収
受する保守料は、保守契
約期間に応じて収益計上
しております。 

(ロ)保守契約取引の会計処
理 

  同左 

(ロ)保守契約取引の会計処
理 

  同左 

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
（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。 

 同左  同左 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5

号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第8号 平成17年

12月9日）を適用しております。従

来の資本の部の合計に相当する金

額は、3,544,646千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期間

における中間連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当連結会計年度から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号)を適用して

おります。従来の資本の部の合計

に該当する金額は3,109,082千円

であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正

により、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

(企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「企業結合

に係る会計基準」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日) 及び

「事業分離等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号)

並びに「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」(企業会計基準委員会 終

改正平成18年12月22日 企業会計

基準適用指針第10号)を適用して

おります。 

 

 
表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

(中間連結損益計算書) 

 「保険解約損」は、前中間連結会計期間まで特別損

失の「その他」として表示しておりましたが、特別損

失の総額の100分の10を超えたため区分掲記いたしま

した。 

 なお、前中間連結会計期間における「保険解約損」

の金額は、6,626千円であります。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において、投資活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他投資活動による支出」に含

まれている「保証金差入による支出」（17,113千

円）、「貸付による支出」(17,280千円)及び「貸付金

の回収による収入」(15,669千円)は、金額的重要性が

増加したため、当中間連結会計期間より区分掲記する

ことといたしました。 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

注記事項 
 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 420,342千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 558,139千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 491,250千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。 

(1) 担保に供している資産 

現金及び預金 290,000千円 

建物 1,514,181千円 

土地 1,090,703千円 

投資その他の資産 

「その他」(投資

不動産) 

79,427千円 

計 2,974,312千円 
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。 

(1) 担保に供している資産 

現金及び預金 290,000千円

建物及び構築物 1,433,416千円

土地 1,090,703千円

投資その他の資産

「その他」(投資

不動産) 

75,847千円

計 2,889,967千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。 

(1) 担保に供している資産 

現金及び預金 290,000千円

建物及び構築物 1,478,458千円

土地 1,090,703千円

投資その他の資産 

「その他」(投資

不動産) 

77,537千円

計 2,936,698千円
 

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 130,617千円 

短期借入金 155,712千円 

長期借入金 905,004千円 

計 1,191,333千円 
 

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 148,663千円

短期借入金 855,712千円

長期借入金 749,292千円

計 1,753,667千円
 

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 149,147千円

短期借入金 155,712千円

長期借入金 827,148千円

計 1,132,007千円
 

※３ 長期性預金1,000,000千円

（期間10年、満期日平成27年７

月15日）は、解約権を銀行が留

保している条件付の定期預金で

あり、満期日前に解約を申し出

た場合、解約に伴う清算金の支

払により、受取金額が預入元本

を下回る可能性のあるものであ

ります。 

※３ 同左 ※３ 同左 

※４ 投資その他の資産「その他」

には、投資不動産（当中間連結

会計期間末取得価額189,836千

円、減価償却累計額79,162千

円）が含まれております。 

※４ 投資その他の資産「その他」

には、投資不動産（当中間連結

会計期間末取得価額189,836千

円、減価償却累計額82,751千

円）が含まれております。 

※４ 投資その他の資産「その他」

には、投資不動産（当連結会計

年 度 末 取 得 価 額 189,836

千円、減価償却累計額81,053

千円）が含まれております。 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会社処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日残高に含まれてお

ります。 

支払手形 25,881千円
 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会社処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日残高に含まれてお

ります。 

支払手形 41,525千円
 

※５ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

   なお、当連結会計年度の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当連結会計

年度末残高に含まれておりま

す。 

支払手形 48,847千円
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※６ 取引銀行と当座貸越契約を締

結しており、当座貸越極度額か

ら借入実行残高を差し引いた額

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 2,400,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 2,300,000千円
 

※６ 取引銀行と当座貸越契約を締

結しており、当座貸越極度額か

ら借入実行残高を差し引いた額

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,100,000千円

借入実行残高 2,910,000千円

差引額 190,000千円
 

※６ 取引銀行と当座貸越契約を締

結しており、当座貸越極度額か

ら借入実行残高を差し引いた額

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 2,400,000千円

借入実行残高 520,000千円

差引額 1,880,000千円
 

※７     ――― ※７ 診療報酬債権等のファクタリ

ング事業にかかる債権債務の表

示 

医療機関から買取った診療報

酬債権等の債権額面金額を金銭

債権未収入金とし、債権取得時

に医療機関に対して支払を留保

した金額を金銭債権未払金とし

て表示しております。 

※７ 同左 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

(中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物 989千円 

有形固定資産「そ
の他」(工具、器具
及び備品) 

1,034千円 

計 2,024千円 
 

※１ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物 4,839千円

有形固定資産「そ
の他」(工具、器具
及び備品) 

795千円

計 5,635千円
 

※１ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 5,314千円

有形固定資産「そ
の他」(工具、器具
及び備品) 

1,034千円

無形固定資産｢その
他｣ 
（ソフトウェア） 

13,200千円

計 19,549千円
 

※２ 事業所閉鎖損  56,882千円 

（内訳） 

ｾｸﾞﾒ 

ﾝﾄ 
区分 種類 金額 

群馬 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
8,109千円

東海 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
6,846千円

関西 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
7,081千円

鹿児島 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
6,482千円

釧路 

営業所 

情報通信 

機器販売 
7,933千円

ｿﾘｭｰ 

ｼｮﾝ 

事業 

Webｺﾏ 

ｰｽ 

営業部 

Eｺﾏｰｽ 

販売 
20,428千円

 

 

※２     ――― ※２ 事業所閉鎖損 111,270千円 

事業所等の閉鎖に伴う固定
資産の除却損及び原状回復
に要する費用等でありま
す。 

ｾｸﾞﾒ

ﾝﾄ 
区分 種類 金額 

群馬 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
8,109千円

東海 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
6,846千円

関西 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
7,081千円

鹿児島 

ｵﾌｨｽ 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
6,482千円

釧路 

営業所 

情報通信 

機器販売 
7,933千円

Webｺﾏ 

ｰｽ 

営業部 

Eｺﾏｰｽ 

販売 
20,428千円

旭川 

営業所 

情報通信 

機器販売 
8,959千円

名古屋 

営業所 

情報通信 

機器販売 
7,168千円

京都 

営業所 

情報通信 

機器販売 
7,753千円

神戸 

営業所 

情報通信 

機器販売 
8,224千円

高松 

営業所 

情報通信 

機器販売 
8,187千円

ｿﾘｭｰ

ｼｮﾝ 

事業

九州 

事業部 

情報通信 

機器販売 
14,095千円
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※３     ――― ※３     ――― ※３ 減損損失 

当連結会計年度におい

て、当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 

東京都 

台東区 
事業用資産 建物及び土地 

福岡県 

北九州市
店舗資産 

建物及びその

他(工具、器具

及び備品)並び

にリース資産 

宮城県 

仙台市 
事業用資産

建物及びその

他(工具、器具

及び備品)並び

にリース資産 

 当社グループは、減損会

計の適用にあたり管理会計

上の事業所別に資産のグル

ーピングを行っておりま

す。投資不動産については

独立の資産グループとして

グルーピングをしておりま

す。 

 当連結会計年度において

減損の要否の判定を行い、

継続して営業損失を計上

し、収益性が著しく低下し

た事業用資産及び店舗資産

について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失に計上し

ました。 

その内訳は、以下のとお

りであります。 

建物 22,544千円

土地 111,514千円

その他（工
具、器具及
び備品) 

1,149千円

リース資産 7,109千円

計 142,316千円
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

   なお、回収可能価額

は、正味売却価額また

は使用価値により測定

しております。 

 正味売却価額につい

ては、固定資産税評価

額を基礎として算定

し、使用価値について

は将来キャッシュ・フ

ローの発生が不確実で

あるため、帳簿価額の

全額を減損損失として

計上しております。 

※４     ――― ※４     ――― ※４ 商品評価損 

 セキュリティ商材に

係る特定商品であり、

同製品に係る事業戦略

を再構築する中で今後

の販売可能性に鑑み、

評価損を計上したもの

です。 
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

  発行済株式     

普通株式 69,230 ― ― 69,230 

  自己株式     

普通株式 900 ― ― 900 

 

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 204,990 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

  発行済株式     

普通株式 72,770 20 ― 72,790 

  自己株式     

普通株式 900 2,166 ― 3,066 

(注)1 普通株式の発行済株式の株式数の増加は、新株予約権の行使による新株発行によるものであります。 

2 普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 215,610 3,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

  発行済株式     

普通株式 69,230 3,540 ― 72,770 

  自己株式     

普通株式 900 ― ― 900 

(注) 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の行使による新株発行による増加   40株 

第三者引当増資による新株発行による増加  3,500株 

 

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 204,990 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 215,610 利益剰余金 3,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 
現金及び預金
勘定 

2,748,921千円 

長期性預金勘

定 
1,000,000千円 

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金 

△2,333,525千円 

現金及び 
現金同等物 

1,415,396千円 

  

１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 
現金及び預金
勘定 

2,426,352千円

長期性預金勘

定 
1,000,000千円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金 

△2,082,000千円

現金及び 
現金同等物 

1,344,352千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 
現金及び預金
勘定 

2,156,600千円

長期性預金勘

定 
1,000,000千円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金 

△2,135,000千円

現金及び 
現金同等物 

1,021,600千円
 

※２     ――― ※２     ――― ※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結

したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の

取得価額と取得のための支出ま

たは収入(純額)との関係は次の

とおりであります。 

 (1)株式会社オービーエム城東 

流動資産 148,302千円

固定資産 152,661千円

のれん 242,854千円

流動負債 △102,279千円

取得原価 441,540千円

同社の現金及び
現金同等物 

△2,465千円

差引：株式取得
による支出 

439,074千円

 (2)株式会社ＩＰネットサービス 

流動資産 89,487千円

のれん 546,279千円

流動負債 △53千円

少数株主持分 △35,773千円

取得原価 599,940千円

同社の現金及び
現金同等物 

△89,475千円

差引：株式取得
による支出 

510,464千円
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※３     ――― ※３     ―――  ※３ 当連結会計年度に事業の譲

受により増加した資産及び負

債の主な内訳 

当連結会計年度において、

下記事業を事業譲受しており

ます。事業譲受により取得し

た資産及び負債の主な内訳及

び事業譲受による支出は以下

のとおりであります。 

 (1)株式会社フレクソル 

  (診療報酬債権等のファクタリ

ング事業) 

流動資産 275,802千円

のれん 152,340千円

差引：事業譲受
による支出 

428,142千円

 (2)株式会社オービーエム城東 

  (携帯電話販売事業) 

流動資産 22,272千円

固定資産 37,224千円

のれん 137,505千円

差引：事業譲受
による支出 

197,001千円
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(リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却累計

額相当額 

中間期末 

残高相当額 

有形固定資

産 「 そ の

他」(車両運

搬具) 

8,293千円 2,789千円 5,503千円

有形固定資

産 「 そ の

他」(工具、

器具及び備

品) 

190,648千円 81,045千円 109,603千円

有形固定資

産 「 そ の

他」(賃貸資

産) 

46,542千円 2,575千円 43,967千円

無形固定資

産(ソフトウ

ェア) 

231,676千円 124,636千円 107,040千円

合計 477,161千円 211,047千円 266,114千円

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取得価額

相当額 

減価償却累

計額相当額

中間期末

残高相当額

有形固定資

産 「 そ の

他」(車両運

搬具) 

8,293千円 6,232千円 2,060千円

有形固定資

産 「 そ の

他」(工具、

器具及び備

品) 

199,668千円 121,147千円 78,521千円

有形固定資

産 「 そ の

他」(賃貸資

産) 

95,214千円 21,189千円 74,025千円

無形固定資

産(ソフトウ

ェア) 

251,157千円 167,838千円 83,319千円

合計 554,334千円 316,407千円 237,926千円

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却累計

額相当額 

期末残高

相当額 

有形固定資

産 「 そ の

他」 (車両

運搬具) 

8,293千円 4,511千円 3,782千円

有形固定資

産 「 そ の

他 」 ( 工

具、器具及

び備品) 

199,668千円 101,021千円 98,647千円

有形固定資

産 「 そ の

他」 (賃貸

資産) 

93,186千円 12,238千円 80,947千円

無形固定資

産 (ソフト

ウェア) 

251,157千円 142,722千円 108,435千円

合計 552,306千円 260,493千円 291,812千円

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 98,865千円 

１年超 170,947千円 

合計 269,812千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 109,437千円

１年超 132,657千円

合計 242,095千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 109,297千円

１年超 178,358千円

合計 287,655千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 47,784千円 

減価償却費相当額 45,800千円 

支払利息相当額 2,284千円 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 61,377千円

減価償却費相当額 58,694千円

支払利息相当額 2,770千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 104,290千円

減価償却費相当額 99,818千円

支払利息相当額 5,229千円
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

 

 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

 

 

 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

 利息相当額の算定方法 

  同左 

 利息相当額の算定方法 

  同左 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

区分 
取得原価(千円)

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 5,131 7,112 1,980 

合計 5,131 7,112 1,980 

(注)１ その他有価証券で時価のあるものについては、中間期末日における時価が取得原価の50％以下となった

銘柄について減損処理を行っており、また、中間期末日における時価が取得原価の50％超70％以下にな

った銘柄について、時価が著しく下落したものと判定して回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理

を行っております。 

２ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

内容 
中間連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 22,000 

合計 22,000 

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

区分 
取得原価(千円)

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 5,730 5,645 △85 

合計 5,730 5,645 △85 

(注)１ その他有価証券で時価のあるものについては、中間期末日における時価が取得原価の50％以下となった

銘柄について減損処理を行っており、また、中間期末日における時価が取得原価の50％超70％以下にな

った銘柄について、時価が著しく下落したものと判定して回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理

を行っております。 

２ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

内容 
中間連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 23,000 

合計 23,000 
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前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

区分 
取得原価(千円)

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 5,431 6,548 1,116

合計 5,431 6,548 1,116

(注)１ その他有価証券で時価のあるものについては、期末日における時価が取得原価の50％以下となった銘柄
について減損処理を行っており、また、期末日における時価が取得原価の50％超70％以下になった銘柄
について、時価が著しく下落したものと判定して回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理を行って
おります。 

２ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

内容 
連結貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式 22,000

合計 22,000

 

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業

(千円) 

サービス＆サ

ポート事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
6,136,854 1,384,439 803,453 8,324,748 ― 8,324,748

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
11,794 ― 62,884 74,679 (74,679) ―

計 6,148,649 1,384,439 866,338 8,399,427 (74,679) 8,324,748

営業費用 6,221,288 1,438,101 888,848 8,548,239 344,348 8,892,587

営業利益 

又は営業損失(△) 
△72,639 △53,661 △22,510 △148,811 (419,027) △567,839

(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 

事業区分 主要商品又はサービス 

ソリューション事業 ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、
複合機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク
取次手数料、Ｓｉｔｅ Ｈｅｌｐｅｒ、ｅ－Ｒａｎｋ 

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料 
サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、オフィスサプライサービ

ス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用金額は432,948千円であり、その主なも

のは、提出会社の総務人事部、財務管理部等の管理部門に係る費用であります。 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業

(千円) 

サービス＆サ

ポート事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
6,809,810 2,350,011 905,066 10,064,888 ― 10,064,888

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
48,402 141 46,122 94,666 (94,666) ―

計 6,858,213 2,350,152 951,188 10,159,554 (94,666) 10,064,888

営業費用 6,427,523 2,550,498 876,352 9,854,374 268,280 10,122,655

営業利益 

又は営業損失(△) 
430,689 △200,345 74,835 305,180 (362,947) △57,767

(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 

事業区分 主要商品又はサービス 

ソリューション事業 ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、
複合機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク
取次手数料、Ｗｅｂ構築パック、ｅ－Ｒａｎｋ、電気通信設
備工事、法人向けモバイルソリューションサービス 

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料 
サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、オフィスサプライサービ

ス、金融サービス（ファクタリング） 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用金額は390,189千円であり、その主なも

のは、提出会社の人事部、財務管理部等の管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業

(千円) 

サービス＆

サポート事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
11,832,711 3,252,992 1,678,286 16,763,990 ― 16,763,990

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
24,135 ― 96,740 120,876 (120,876) ―

計 11,856,847 3,252,992 1,775,027 16,884,867 (120,876) 16,763,990

営業費用 11,720,692 3,330,768 1,779,430 16,830,891 654,020 17,484,912

営業利益又は営業損失

（△） 
136,154 △77,775 △4,403 53,975 (774,897) △720,922

(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 

事業区分 主要商品又はサービス 

ソリューション事業 ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合機、

セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料、Ｓｉ

ｔｅ Ｈｅｌｐｅｒ、Ｗｅｂ構築パック、ｅ－Ｒａｎｋ、電気通信設

備工事 

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料 

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、オフィスサプライサービス、金融

サービス（ファクタリング） 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用金額は810,705千円であり、その主なも

のは、提出会社の総務人事部、財務管理部等の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)、前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)、前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 51,875円41銭 
 

１株当たり純資産額 36,918円06銭
 

１株当たり純資産額 43,259円81銭
 

１株当たり 
中間純損失金額 

11,680円64銭 
 

１株当たり 
中間純損失金額 

2,480円07銭
 

１株当たり 
当期純損失金額 

22,816円61銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、中間純

損失のため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、中間純

損失のため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失のため記載しており

ません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額 3,693,755千円 2,840,500千円 3,321,471千円

純資産の部の合計額から控除する 
金額 

149,108千円 266,425千円 212,389千円

（うち新株予約権） ― ― ―

（うち少数株主持分） 149,108千円 266,425千円 212,389千円

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額 

3,544,646千円 2,574,074千円 3,109,082千円

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた中間期末(期末)の普通株式数 

68,330株 69,724株 71,870株

２ １株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(１株当たり中間(当期)純損失金額)  

中間(当期)純損失(△) △798,138千円 △175,442千円 △1,580,331千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円 ―千円

(うち役員賞与) ―千円 ―千円 ―千円

普通株式に係る中間(当期)純損失 
(△) 

△798,138千円 △175,442千円 △1,580,331千円

普通株式の期中平均株式数 68,330株 70,741株 69,262株

(潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益金額) 

 

中間(当期)純利益調整額 ―千円 ―千円 ―千円

普通株式増加数 ―株 ―株 ―株

(うち新株予約権) ―株 ―株 ―株

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり中間(当期)純利益
金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

――― ――― ――― 
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(重要な後発事象) 

 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（営業の譲受） 
当社は、平成18年11月13日開催

の臨時取締役会において、三田証
券株式会社（東京都中央区、代表
取締役社長、三田邦博、以下、三
田証券）の事業のうち、ファクタ
リングに関する事業を当社の１０
０％子会社である株式会社フレク
ソルが譲受けることについて、下
記のとおり決議いたしました。 
(１)事業譲受けの理由 

当社は、「中小企業支援カ
ンパニー」としてビジネスホ
ンやＯＡ機器などを扱うソリ
ューション事業、ドコモショ
ップを運営するモバイル事
業、インターネット関連のサ
ービス＆サポート事業を展開
しており、中小企業向けの支
援サービスの拡充に取り組ん
でおります。今般、中小企業
の大きな悩みである「資金」
に関するサービスに進出する
ことは、当社グループの事業
規模の拡大ならびに市場競争
力の維持強化に繋がることか
ら、三田証券のファクタリン
グ事業を譲受けることといた
しました。 

(２)譲受け部門の内容 
医療機関における診療・調
剤・介護報酬債権のファクタ
リング事業 

(３)譲受け部門の経営成績 

 
平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

フ ァ ク タ

リ ン グ 

収 益 

173百万円 119百万円 

営 業 利 益 30百万円 33百万円 

(４)譲受け資産、負債の項目 
譲受け資産：ファクタリング
債権 
負債は引継ぎません。 

(５)譲受け価額 
譲受け価額：ファクタリング
債権360百万円、のれん200百
万円 

(６)譲受の時期 
平成18年12月４日 
 

（株式取得による会社の買収） 
(１)目的、取得株式数の上限、取

得後の持分比率 
当社は、業務提携に係る基

本合意を推進し、ハイブリッ
ド･サービス株式会社を連結
子会社とすることを目的とし
て、対象者普通株式27,778株
（平成19年６月30日現在の対
象者が保有する自己株式を除
く全ての 発 行済普通 株 式
54,468株の51.0％に相当す
る。）の取得を上限とする公
開買付けを実施することを決
議致しました。なお、本公開
買付については、平成19年11
月１日開催の対象者の取締役
会において、賛同を表明する
旨の決議が為されておりま
す。 

(２)買付期間 
平成19年11月２日から平成
19年12月４日まで（22 営業
日） 

(３)公告日 
平成19年11月２日 

(４)公開買付の価格 
ハイブリッド･サービス株式
会社の普通株式１株につき
37,000円 

(５)対象者 
名称：ハイブリッド･サービ

ス株式会社 
事業内容：プリンタ消耗品の

販売 
規模： 

①資本の額   629百万円 
②売上高  24,901百万円 
③経常利益   476百万円 
④当期純利益 347百万円 
⑤総資産  10,017百万円 
⑥純資産   2,259百万円 

(以上 平成18年12月連結経
営指標) 

 

（会社法第165条第２項の規定に

よる定款の定めに基づく自己株

式の取得) 

１ 平成19年５月28日臨時取締役

会決議 

当社は、平成19年５月28日

開催の臨時取締役会におい

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、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。 

(１)理由 

経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策を行うため 

(２)取得する株式の種類 

普通株式 

(３)取得する株式の数 

1,500株(上限) 

(４)株式取得価額の総額 

100百万円(上限) 

(５)自己株式取得の期間 

平成19年５月29日から 

平成19年６月８日 

 

２ 平成19年６月11日臨時取締役

会決議 

当社は、平成19年６月11日

開催の臨時取締役会におい

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、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。 

(１)理由 

経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策を行うため 

(２)取得する株式の種類 

普通株式 

(３)取得する株式の数 

1,500株(上限) 

(４)株式取得価額の総額 

100百万円(上限) 

(５)自己株式取得の期間 

平成19年６月11日から 

平成19年８月10日 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（業務・資本提携） 
当社は、平成18年11月20日開催

の臨時取締役会において、株式会
社光通信(本社：東京都豊島区、
代表者：代表取締役会長 重田康
光、東証第一部：9435)との間
で、業務資本提携することを合意
いたしました。 
 
(１)業務資本提携の目的 

今回の提携先である株式会
社光通信は、ＯＡ機器販売、
ＳＨＯＰ運営、コールセンタ
ー運営などの販売に関し強み
を持った企業であります。両
社は、同じ業界に属しており
ますが、競合関係にはなく、
むしろ補完関係にあり、両社
の業績向上を図ることができ
るという共通認識のもとに、
今回合意に至りました。 

(２)業務提携の内容及び業務提携
契約締結日 

今後両社は、光通信グルー
プが運営する携帯ＳＨＯＰ、
コールセンター、取扱商材で
あるＯＡ機器など、当社の持
つ販売経験豊富な人材に光通
信グループが有する強固な営
業ノウハウを活用することで
販売力の強化を図り、また当
社の施行部門においては、販
売したＯＡ機器の設置工事・
保守などを実施してまいりま
す。 
平成18年11月20日、業務提携
基本合意契約を締結いたしま
した。 

(３)資本提携の内容 
当社は、業務提携に係る基

本合意を推進し、本業務提携
を実現させるために必要な事
業資金に充当することを目的
として、株式会社光通信に対
し第三者割当による新株式の
発行及び転換社債型新株予約
権付社債の発行を行います。 

 
 
（第三者割当による新株式の発行
及び転換社債型新株予約権付社債
の発行） 
当社は、平成18年11月20日開催

の取締役会において、第三者割当
による新株式の発行及び転換社債
型新株予約権付社債の発行につい
て決議いたしました。 
(１)第三者割当による新株式の発

行 
①発行新株式数 普通株式 3,500株 

②発行価額 １株につき金99,845円 

③発行価額の総額    349百万円 

④資本組入額１株につき金49,923円 

⑤資本組入額の総額    174百万円 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

⑥申込期日     平成18年12月25日 

⑦払込期日     平成18年12月25日 

⑧新株券交付日  平成18年12月26日 

⑨割当先及び割当株式数 

     株式会社光通信  3,500株 

⑩前記各号については、証券取引法に

よる届出の効力を条件とする。 

(２)転換社債型新株予約権付社債
の発行 

①社債の名称 

株式会社エフティコミュニケーショ

ンズ第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債 

②記名・無記名の別  無記名式 

③社債の総額   金367,850,000円 

④発行価額 額面100円につき100円 

⑤社債の利率      年率1.5% 

⑥償還期限   平成20年12月24日 

⑦募集方法 

第三者割当の方法により、全額を株

式会社光通信に割当てる。 

⑧申込期日   平成18年12月25日 

⑨払込期日(発行日) 

        平成18年12月25日 

⑩担保の有無 

本社債には物上担保ならびに保証は

付されておらず、また本社債のため

に特に留保されている資産はない。 

(３)新株予約権付社債に関する事
項 

①目的となる株式  当社普通株式 

②目的となる株式の数  3,500株 

③払込金額  

     本社債の発行価額と同額 

④新株予約権の行使に際して払込をな

すべき１株当りの額 

           105,100円 

⑤行使期間 

平成19年１月１日から平成20年12月

24日  

⑥行使の条件 

社債の償還期限が経過した後は、本

新株予約権の行使はできない。各新

株予約権の１個の一部は行使できな

い。 

  

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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５ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２ 2,533,671 1,853,063 1,750,130 

２ 受取手形 3,673 6,976  1,488  

３ 売掛金  1,015,175  1,218,239  1,194,390  

４ たな卸資産  424,335 481,312 406,371 

５ 関係会社短期貸付金  ― 1,281,294 451,156 

６ その他  465,919 617,798 510,292  

貸倒引当金  △50,812  △52,190  △88,230 

流動資産合計   4,391,962 47.7  5,406,494 45.7  4,225,598 41.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※1,2 1,629,173 1,539,065 1,584,594 

(2) 土地 ※２ 1,378,030 1,266,516 1,266,516 

(3) その他 ※1,2 102,914 65,162 75,742 

有形固定資産合計  3,110,118 2,870,744  2,926,852 

２ 無形固定資産  23,282 21,157 22,180 

３ 投資その他の資産    

(1) 関係会社株式  ― 1,350,117 1,280,117 

(2) 関係会社長期 
貸付金 

 ― 707,139 440,320 

(3) 長期性預金 ※３ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

(4) その他 ※2,4 687,616 555,442 463,430 

投資損失引当金  ― △51,574 △51,574 

  貸倒引当金  △10,629 △27,988 △14,553 

投資その他の資産 
合計 

 1,676,986 3,533,137 3,117,742 

固定資産合計   4,810,388 52.3  6,425,040 54.3  6,066,775 58.9

資産合計   9,202,350 100.0 11,831,535 100.0  10,292,374 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※７ 123,198 132,421 210,267 

２ 買掛金 ※２ 749,746   719,792   881,979  

３ 短期借入金 ※2,8 255,712   3,151,704   675,712  

４ 一年内償還予定 
社債 

 ―   200,000   200,000  

５ 未払金  418,925   463,060   632,704  

６ 未払法人税等  30,768 23,467 42,900 

７ 前受保守料  845,213 631,680 743,559 

８ 賞与引当金  268,000 117,000 117,000  

９ その他 ※５ 546,830  667,012 583,563 

流動負債合計   3,238,394 35.2 6,106,138 51.6  4,087,687 39.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  ― 1,067,850 1,167,850 

２ 長期借入金 ※２ 905,004 1,093,300 827,148 

３ 長期前受保守料  1,447,029  773,094  1,080,783 

４ その他  58,321  10,301  56,958 

固定負債合計   2,410,355 26.2 2,944,545 24.9  3,132,739 30.5

負債合計   5,648,749 61.4 9,050,683 76.5  7,220,427 70.2

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   578,482 6.3 754,566 6.4  754,115 7.3

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  507,602 683,682 683,231 

資本剰余金合計   507,602 5.5 683,682 5.8  683,231 6.6

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  24,800 24,800 24,800 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  2,817,147 1,837,604 1,984,744 

利益剰余金合計   2,841,947 30.9 1,862,404 15.7  2,009,544 19.5

４ 自己株式   △375,605 △4.1 △519,716 △4.4  △375,605 △3.6

株主資本合計   3,552,427 38.6 2,780,936 23.5  3,071,286 29.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,172 0.0 △85 0.0  660 0.0

評価・換算差額等 
合計 

  1,172 0.0 △85 0.0  660 0.0

純資産合計   3,553,600 38.6 2,780,851 23.5  3,071,947 29.8

負債純資産合計   9,202,350 100.0 11,831,535 100.0  10,292,374 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   7,692,466 100.0 7,358,767 100.0  14,935,857 100.0

Ⅱ 売上原価   4,328,379 56.3 4,209,242 57.2  8,447,771 56.6

売上総利益  3,364,086 43.7 3,149,524 42.8  6,488,085 43.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,957,361 51.4 3,179,006 43.2  7,316,429 48.9

営業損失(△)   △593,275 △7.7 △29,481 △0.4  △828,343 △5.5

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,139 13,539 7,576 

２ 受取配当金 ―  20,200  ― 

３ 受取販売奨励金 24,206  41,858  50,614 

４ 業務受託手数料  ― 46,442 18,364 

５ その他  36,519 62,864 0.8 24,928 146,969 2.0 49,983 126,539 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  15,799 30,428 35,308 

２ その他 158 15,958 0.2 11,535 41,963 0.6 12,547 47,855 0.3

経常利益 
又は経常損失(△) 

  △546,368 △7.1 75,524 1.0  △749,659 △5.0

Ⅵ 特別利益   1,200 0.0 8,278 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※2,3  69,413 0.9 642 0.0  494,666 3.3

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△) 

  △614,580 △8.0 83,160 1.1  △1,244,326 △8.3

法人税、住民税 
及び事業税 

16,458  14,690  34,472 

法人税等調整額 138,279 154,737 2.0 ― 14,690 △0.2 322,921 357,394 2.4

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△) 

  △769,317 △10.0 68,469 0.9  △1,601,720 △10.7
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金

 
資本金 

資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
578,482 507,602 507,602 24,800 3,791,455 3,816,255 △375,605 4,526,735

中間会計期間中の 

変動額(千円) 
    

剰余金の配当(千円)

（注) 
  △204,990 △204,990  △204,990

中間純損失(千円)   △769,317 △769,317  △769,317

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) (千円) 

    

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
― ― ― ― △974,307 △974,307 ― △974,307

平成18年９月30日残高 

(千円) 
578,482 507,602 507,602 24,800 2,817,147 2,841,947 △375,605 3,552,427

 

評価・換算差額等 

 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
3,147 3,147 4,529,883

中間会計期間中の 

変動額(千円) 
  

剰余金の配当(千円)

（注) 
  △204,990

中間純損失(千円)   △769,317

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) (千円) 

△1,975 △1,975 △1,975

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
△1,975 △1,975 △976,282

平成18年９月30日残高 

(千円) 
1,172 1,172 3,553,600

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金

 
資本金 

資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
754,115 683,231 683,231 24,800 1,984,744 2,009,544 △375,605 3,071,286

中間会計期間中の 

変動額(千円) 
    

新株の発行(千円) 451 451 451   902

剰余金の配当(千円) 

 （注） 
  △215,610 △215,610  △215,610

中間純利益(千円)   68,469 68,469  68,469

自己株式の取得 

(千円) 
   △144,111 △144,111

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) (千円) 

    

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
451 451 451 － △147,140 △147,140 △144,111 △290,349

平成19年９月30日残高 

(千円) 
754,566 683,682 683,682 24,800 1,837,604 1,862,404 △519,716 2,780,936

 

評価・換算差額等 

 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
660 660 3,071,947

中間会計期間中の 

変動額(千円) 
  

新株の発行(千円)   902

剰余金の配当(千円) 

 （注） 
  △215,610

中間純利益(千円)   68,469

自己株式の取得 

(千円) 
  △144,111

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) (千円) 

△745 △745 △745

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
△745 △745 △291,095

平成19年９月30日残高 

(千円) 
△85 △85 2,780,851

(注) 平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金

 
資本金 

資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 
繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日 

残高(千円) 
578,482 507,602 507,602 24,800 3,791,455 3,816,255 △375,605 4,526,735

事業年度中の変動額 

(千円) 

新株の発行(千円) 175,632 175,629 175,629 351,261

剰余金の配当(千円) △204,990 △204,990 △204,990

当期純損失(千円) △1,601,720△1,601,720 △1,601,720

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) (千円) 

事業年度中の変動額 

合計(千円)  
175,632 175,629 175,629 －△1,806,710△1,806,710 －△1,455,449

平成19年３月31日 

残高(千円) 
754,115 683,231 683,231 24,800 1,984,744 2,009,544 △375,605 3,071,286

 

評価・換算差額等 

 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日 

残高(千円) 
3,147 3,147 4,529,883

事業年度中の変動額 

(千円) 

新株の発行(千円) 351,261

剰余金の配当(千円) △204,990

当期純損失(千円) △1,601,720

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) (千円) 

△2,486 △2,486 △2,486

事業年度中の変動額 

合計(千円) 
△2,486 △2,486△1,457,935

平成19年３月31日 

残高(千円) 
660 660 3,071,947
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及
び評価方法 

(1) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会

社株式 
   移動平均法による原

価法 
 ②その他有価証券 
  時価のあるもの 

中間決算日の市場
価格等に基づく時
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) 

  時価のないもの 
移動平均法による
原価法 

(1) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会

社株式 
   同左 
 
 ②その他有価証券 
  時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
 

  時価のないもの 
同左 

(1) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会

社株式 
   同左  
 
 ②その他有価証券 
  時価のあるもの 

決算日の市場価格
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) 
 

  時価のないもの 
同左 

 (2) たな卸資産 
 ①商品 

月次総平均法による
原価法 

 ②原材料 
終仕入原価法に基

づく原価法 
 ③貯蔵品 

終仕入原価法に基
づく原価法 

(2) たな卸資産 
 ①商品 
  同左 
 
 ②原材料 
  同左 
 
 ③貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 
 ①商品 
  同左 
 
 ②原材料 
  同左 
 
 ③貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 
   ただし、平成10年４

月１日以降取得の建物
(建物附属設備を除く)
については、定額法を
採用しております。 

   なお、主な耐用年数
は以下のとおりであり
ます。 

   建物   34～50年

(1) 有形固定資産 
定率法 
 ただし、平成10年
４月１日以降取得の
建物(建物附属設備を
除く)については、定
額法を採用しており
ます。 
 なお、主な耐用年
数は以下のとおりで
あります。 

   建物  34～50年 
(会計方針の変更) 

当社は、法人税法
の改正に伴い、当中
間会計期間より、平
成19年４月１日以降
に取得した有形固定
資産について、改正
後の法人税法に基づ
く減価償却の方法に
変更しております。 

なお、この変更に
伴う営業損失、経常
利益及び税引前中間
純利益に与える影響
額は軽微でありま
す。 

(1) 有形固定資産 
定率法 
 ただし、平成10年
４月１日以降取得の
建物(建物附属設備を
除く)については、定
額法を採用しており
ます。 
 なお、主な耐用年
数は以下のとおりで
あります。 

   建物  34～50年 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (2) 無形固定資産 
  定額法 
   なお、自社利用のソ

フトウェアについて
は、社内における利用
可能期間(５年)に基づ
く定額法を採用してお
ります。 

(2) 無形固定資産 
  同左 

(2) 無形固定資産 
  同左 

 (3) 投資その他の資産「そ
の他」（投資不動産）

  定率法 
   主な耐用年数は以下

の通りであります。 
   建物   34年 

(3) 投資その他の資産「そ
の他」（投資不動産）

   同左 

(3) 投資その他の資産「そ
の他」（投資不動産）

   同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 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。 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与の支出に備え

るため、将来の支給見

込額のうち当中間期の

負担額を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

   同左 

(2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与の支出に備え

るため、将来の支給見

込額のうち当事業年度

の負担額を計上してお

ります。 

  (3)投資損失引当金 

関係会社への投資に
係る損失に備えるた
め、当該会社の財務状
態等を勘案しその損失
見込額を計上しており
ます。 

(3)投資損失引当金 

同左 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 同左  同左 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理によ

っております。 
   なお、金利スワップ

について特例処理の条
件を充たしている場合
には特例処理を採用し
ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 
   同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

 (金利関連) 
 ①ヘッジ手段 
  金利スワップ取引 
 ②ヘッジ対象 
  借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 
   金利リスクを低減す

る目的で金利スワップ
を利用しております。

(3) ヘッジ方針 
   同左 

(3) ヘッジ方針 

   同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の
方法 

   ヘッジ開始時から有
効性判定時点までの期
間において、ヘッジ対
象とヘッジ手段それぞ
れの相場変動またはキ
ャッシュ・フロー変動
の累計を比較しており
ます。 

   ただし、特例処理に
よっている金利スワッ
プについては、有効性
の評価を省略しており
ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の
方法 

   同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

   同左 

 (5) その他ヘッジ会計に係
わるリスク管理方法 

   ヘッジ取引の基本方
針は取締役会で決定さ
れ、取引実施部署であ
る財務管理部において
厳正な管理をおこない
内部牽制機能が有効に
作用する体制をとって
おります。 

(5) その他ヘッジ会計に係
わるリスク管理方法 

   同左 

(5) その他ヘッジ会計に係

わるリスク管理方法 

   同左 

７ その他中間財務諸
表(財務諸表)作成
のための基本とな
る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 
   消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜
方式によっておりま
す。 

(1) 消費税等の会計処理 
   同左 

(1) 消費税等の会計処理 

   同左 

 (2) 保守契約取引の会計処
理 

   機器販売契約に付随
して顧客との間で締結
する保守契約の対価と
して収受する保守料
は、保守契約期間に応
じて収益計上しており
ます。 

(2) 保守契約取引の会計処
理 

   同左 

(2) 保守契約取引の会計処

理 

   同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第5号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日）を適

用しております。従来の資本の部の

合計に相当する金額は、3,553,600

千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間期末における中間貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準) 

 当事業年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号)を適

用しております。従来の資本の

部の合 計に 該当す る金 額は

3,071,947千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

――― (中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において、「関係会社株式」は投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において、資産総額の100分

の５を超えたため、区分掲記することと致しました。

 なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額

は、238,637千円であります。 

 (中間損益計算書) 

 前中間会計期間において、「業務受託手数料」は営

業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間会計期間において、金額的重要性が増した

ため、区分掲記することと致しました。 

 なお、前中間会計期間の「業務受託手数料」の金額

は、9,182千円であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

※１ 有形固定資産の減価償却累
計額 

 395,416千円 
 

 514,273千円
 

 460,771千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務は次のとお
りであります。 

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務は次のとお
りであります。 

※２ 担保に供している資産及び
これに対応する債務は次の
とおりであります。 

(1) 担保に供している資産 
現金及び預金 290,000千円 
建物 1,514,181千円 
土地 1,090,703千円 
投資その他の 
資産 
(投資不動産) 

79,427千円 

計 2,974,312千円 
 

(2) 担保に供している資産 
現金及び預金 290,000千円
建物 1,422,456千円
土地 1,090,703千円
その他 
(構築物) 

10,960千円

投資その他の
資産 
(投資不動産)

75,847千円

計 2,889,967千円
 

(3) 担保に供している資産 
現金及び預金 290,000千円
建物 1,466,553千円
土地 1,090,703千円
その他 
(構築物) 

11,905千円

投資その他の 
資産 
(投資不動産) 

77,537千円

計 2,936,698千円
 

  (2) 上記に対応する債務 
買掛金 130,617千円 
短期借入金 155,712千円 
長期借入金 905,004千円 

計 1,191,333千円 
 

  (2) 上記に対応する債務 
買掛金 148,663千円
短期借入金 855,712千円
長期借入金 749,292千円

計 1,753,667千円
 

  (2) 上記に対応する債務 
買掛金 149,147千円
短期借入金 155,712千円
長期借入金 827,148千円

計 1,132,007千円
 

※３  長期性預金1,000,000千円
（期間10年、満期日平成27年
７月15日）は、解約権を銀行
が留保している条件付の定期
預金であり、満期日前に解約
を申し出た場合、解約に伴う
清算金の支払により、受取金
額が預入元本を下回る可能性
のあるものであります。 

※３   同左 ※３   同左 

※４  投資その他の資産「その
他」には、投資不動産（当中
間 会 計 期 間 末 取 得 原 価
189,836千円、減価償却累計
額79,162千円）が含まれてお
ります。 

※４  投資その他の資産「その
他」には、投資不動産（当中
間会計期間末取得原価189,83
6千円、減価償却累計額82,75
1千円）が含まれておりま
す。 

※４  投資その他の資産「その
他」には、投資不動産（当
事 業 年 度 末 取 得 原 価
189,836千円、減価償却累計
額81,053千円）が含まれて
おります。 

※５ 消費税等の取扱い 
 仮払消費税等及び仮受消費
税等は相殺のうえ、流動負債
のその他に含めて表示してお
ります。 

※５ 消費税等の取扱い 
    同左 

※５     ――― 
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

 ６ 保証債務 
リース契約に対する保証債
務 

(関係会社) 
㈱アイエフネット 47,224千円

 

 ６ 保証債務 
リース契約に対する保証債
務 

(関係会社) 
㈱アイエフネット 50,000千円

 

 ６ 保証債務 
リース契約に対する保証債務
(関係会社) 

㈱アイエフネット 50,000千円
 

※７ 中間会計期間末日満期手形の
会計処理については、手形交
換日をもって決済処理をして
おります。 
 なお、当中間会計期間の
末日は金融機関の休日であ
ったため、次の満期手形が
中間会計期間末日残高に含
まれております。 

支払手形 25,881千円
 

※７ 中間会計期間末日満期手形の
会計処理については、手形交
換日をもって決済処理をして
おります。 
 なお、当中間会計期間の
末日は金融機関の休日であ
ったため、次の満期手形が
中間会計期間末日残高に含
まれております。 

支払手形 41,525千円
 

※７ 事業年度末日満期手形の会計
処理については、手形交換を
もって決済処理しておりま
す。なお、当事業年度の末日
は金融機関の休日であったた
め、次の満期手形が当事業年
度末残高に含まれておりま
す。 
支払手形 48,847千円

 

※８ 取引銀行と当座貸越契約を締

結しており、当座貸越極度

額から借入実行残高を差し

引いた額は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額 2,400,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 2,300,000千円
 

※８ 取引銀行と当座貸越契約を締

結しており、当座貸越極度

額から借入実行残高を差し

引いた額は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額 3,100,000千円

借入実行残高 2,910,000千円

差引額 190,000千円
 

※８ 取引銀行と当座貸越契約を締
結しており、当座貸越極度額
から借入実行残高を差し引い
た額は次のとおりでありま
す。 

当座貸越極度額 2,400,000千円

借入実行残高 520,000千円

差引額 1,880,000千円
 

 

― 55 ― 



㈱エフティコミュニケーションズ（2763） 平成20年３月期中間決算短信 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産 71,207千円

無形固定資産 1,256千円
 

有形固定資産 58,348千円

無形固定資産 1,022千円
 

有形固定資産 143,716千円

無形固定資産 2,358千円
 

※２ 特別損失のうち主要なもの 
事業所閉鎖損 56,882千円 
(内訳) 
区分 種類 金額 

群馬 

オフィス 
ソフトウェ
ア販売 

8,109千円

東海 

オフィス 
ソフトウェ
ア販売 

6,846千円

関西 

オフィス 
ソフトウェ
ア販売 

7,081千円

鹿児島 

オフィス 
ソフトウェ
ア販売 

6,482千円

釧路 

営業所 
情報通信 
機器販売 

7,933千円

Web コ マ

ース営業

部 

Eコマース 
販売 

20,428千円

 

※２    ――― ※２ 特別損失のうち主要なもの 

商品評価損 172,649千円

減損損失 142,316千円

事業所閉鎖損 111,270千円

投資損失引当金
繰入額 

51,574千円
 

  ※３ 減損損失 

当事業年度において、当
社は以下の資産について減
損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

東京都 
台東区 

事業用資産 建物及び土地

福岡県 
北九州市

店舗資産 

建 物 及 び 工
具、器具及び
備品並びにリ
ース資産 

宮城県 
仙台市 

事業用資産 

建 物 及 び 工
具、器具及び
備品並びにリ
ース資産 

 当社は、減損会計の適用
にあたり管理会計上の事業
所別に資産のグルーピング
を行っております。投資不
動産については独立の資産
グループとしてグルーピン
グをしております。 
 当事業年度において減損
の要否の判定を行い、継続
して営業損失を計上し、収
益性が著しく低下した事業
用資産及び店舗資産につい
て、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額
を減損損失に計上しまし
た。 
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  

 その内訳は、以下のとお
りであります。 

建物 22,544千円

土地 111,514千円

工具、器具
及び備品 

1,149千円

リース資産 7,109千円

計 142,316千円

 なお、回収可能価額は、
正味売却価額または使用価
値により測定しておりま
す。正味売却価額について
は、固定資産税評価額を基
礎として算定し、使用価値
については将来キャッシ
ュ・フローの発生が不確実
であるため、帳簿価額の全
額を減損損失として計上し
ております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当中間会計期間 

増加株式数(株) 

当中間会計期間 

減少株式数(株) 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

自己株式     

普通株式 900 ― ― 900 

合計 900 ― ― 900 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当中間会計期間 

増加株式数(株) 

当中間会計期間 

減少株式数(株) 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

自己株式     

普通株式 900 2,166 ― 3,066 

合計 900 2,166 ― 3,066 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数(株) 

当中間会計期間 

増加株式数(株) 

当中間会計期間 

減少株式数(株) 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

自己株式     

普通株式 900 ― ― 900 

合計 900 ― ― 900 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末 
残高 

相当額 
(千円) 

有形固定資産 
「その他」 
(車両運搬具) 

8,293 2,789 5,503 

有形固定資産 
「その他」 
(工具、器具 
及び備品) 

149,226 67,136 82,089 

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

225,964 123,398 102,565 

合計 383,484 193,324 190,159 

  

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 

相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」 
(車両運搬具)

8,293 6,232 2,060

有形固定資産
「その他」 
(工具、器具
及び備品) 

158,246 98,635 59,610

無形固定資産
(ソフト 
ウェア) 

231,024 163,775 67,248

合計 397,564 268,643 128,920

  

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
残高 

相当額
(千円)

有形固定資産 
「その他」 
(車両運搬具) 

8,293 4,511 3,782

有形固定資産 
「その他」 
(工具、器具 
及び備品) 

158,246 82,810 75,435

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

231,024 140,673 90,351

合計 397,564 227,995 169,568

  
(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 77,902千円

１年超 115,477千円

合計 193,379千円
 

１年内 73,348千円

１年超 58,485千円

合計 131,834千円
 

１年内 82,318千円

１年超 90,489千円

合計 172,808千円
 

(3) 当中間会計期間の支払リース

料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

(3) 当中間会計期間の支払リース

料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 40,066千円

減価償却費 

相当額 
38,401千円

支払利息相当額 1,768千円
 

支払リース料 43,215千円

減価償却費 

相当額 
41,325千円

支払利息相当額 1,534千円
 

支払リース料 81,109千円

減価償却費 

相当額 
77,643千円

支払利息相当額 3,591千円
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

 

  利息相当額の算定方法 

   同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

 

  利息相当額の算定方法 

   同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。なお、その他の項目については中

間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。なお、その他の項目については中

間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。なお、その他の項目については連

結財務諸表における注記事項として記載しております。
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(１株当たり情報) 

 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 52,006円44銭
 

１株当たり純資産額 39,883円71銭
 

１株当たり純資産額 42,743円11銭
 

１株当たり 
中間純損失金額 

11,258円86銭
 

１株当たり 
中間純利益金額 

967円90銭
 

１株当たり 
当
 
期純損失金額 

23,125円42銭

   
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、中間純
損失のため記載しておりません。 

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額 

955円21銭 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、１株当
たり当期純損失のため記載しており
ません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額 3,553,600千円 2,780,851千円 3,071,947千円

純資産の部の合計額から控除す
る金額 

―千円 ―千円 ―千円

（うち新株予約権） ― ― ―千円

普通株式に係る中間期末(期末)
の純資産額 

3,553,600千円 2,780,851千円 3,071,947千円

１株当たり純資産額の算定に用
いられた中間期末(期末)の普通
株式の数 

68,330株 69,724株 71,870株

 
２ １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益金額又は
１株当たり中間（当期）純損失
金額 

  

中間純利益又は 
中間（当期）純損失(△) 

△769,317千円 68,469千円 △1,601,720千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円 ―千円

（うち役員賞与） ―千円 ―千円 ―千円

普通株式に係る中間純利益又は 
中間（当期）純損失(△) 

△769,317千円 68,469千円 △1,601,720千円

普通株式の期中平均株式数 68,330株 70,741株 69,262株

潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額 

 

中間純利益調整額 ―千円 2,766千円 ―千円

（うち、支払利息） ―千円 2,766千円 ―千円

普通株式増加数 ―株 3,836株 ―株

（うち、転換社債） ―株 3,500株 ―株

（うち、新株予約権） ―株 336株 ―株

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後1株当たり中間（当
期）純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 

――― 第２回新株予約権 
新株予約権の目的となる
株式数：310株 
 
第３回新株予約権 
新株予約権の目的となる
株式数：475株 

――― 
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(重要な後発事象) 

 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（業務・資本提携） 
当社は、平成18年11月20日開催の

臨時取締役会において、株式会社光
通信(本社：東京都豊島区、代表
者：代表取締役会長 重田康光、東
証第一部：9435)との間で、業務資
本提携することを合意いたしまし
た。 
 
(１)業務資本提携の目的 

今回の提携先である株式会社
光通信は、ＯＡ機器販売、ＳＨ
ＯＰ運営、コールセンター運営
などの販売に関し強みを持った
企業であります。両社は、同じ
業界に属しておりますが、競合
関係にはなく、むしろ補完関係
にあり、両社の業績向上を図る
ことができるという共通認識の
もとに、今回合意に至りまし
た。 

(２)業務提携の内容及び業務提携契
約締結日 

今後両社は、光通信グループ
が運営する携帯ＳＨＯＰ、コー
ルセンター、取扱商材であるＯ
Ａ機器など、当社の持つ販売経
験豊富な人材に光通信グループ
が有する強固な営業ノウハウを
活用することで販売力の強化を
図り、また当社の施行部門にお
いては、販売したＯＡ機器の設
置工事・保守などを実施してま
いります。 
平成18年11月20日、業務提携基
本合意契約を締結いたしまし
た。 

(３)資本提携の内容 
当社は、業務提携に係る基本

合意を推進し、本業務提携を実
現させるために必要な事業資金
に充当することを目的として、
株式会社光通信に対し第三者割
当による新株式の発行及び転換
社債型新株予約権付社債の発行
を行います。 

 
（第三者割当による新株式の発行及
び転換社債型新株予約権付社債の発
行） 
当社は、平成18年11月20日開催の

取締役会において、第三者割当によ
る新株式の発行及び転換社債型新株
予約権付社債の発行について決議い
たしました。 
(１)第三者割当による新株式の発行 
①発行新株式数 普通株式 3,500株 

②発行価額 １株につき金99,845円 

③発行価額の総額    349百万円 

④資本組入額１株につき金49,923円 

⑤資本組入額の総額    174百万円 

（株式取得による会社の買収） 
(１)目的、取得株式数の上限、取

得後の持分比率 
当社は、業務提携に係る基

本合意を推進し、ハイブリッ
ド･サービス株式会社を連結
子会社とすることを目的とし
て、対象者普通株式27,778株
（平成19年６月30日現在の対
象者が保有する自己株式を除
く全ての 発 行済普通 株 式
54,468株の51.0％に相当す
る。）の取得を上限とする公
開買付けを実施することを決
議致しました。なお、本公開
買付については、平成19年11
月1日開催の対象者の取締役
会において、賛同を表明する
旨の決議が為されておりま
す。 

(２)買付期間 
平成19年11月２日から平成
19年12月４日まで（22営業
日） 

(３)公告日 
平成19年11月２日 

(４)公開買付の価格 
ハイブリッド･サービス株式
会社の普通株式１株につき
37,000円 

(５)対象者 
名称：ハイブリッド･サービス

株式会社 
事業内容：プリンタ消耗品の

販売 
規模： 

①資本の額   629百万円 
②売上高  24,901百万円 
③経常利益   476百万円 
④当期純利益 347百万円 
⑤総資産  10,017百万円 
⑥純資産   2,259百万円 

(以上 平成18年12月連結経
営指標) 

 

（会社法第165条第２項の規定に
よる定款の定めに基づく自己
株式の取得） 

１ 平成19年５月28日臨時取締
役会決議 

当社は、平成19年５月28日開
催の臨時取締役会において、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
式を取得することを決議いたし
ました。 
(１)理由 

経営環境の変化に対応した
機動的な資本政策を行うた
め 

(２)取得する株式の種類 
普通株式 

(３)取得する株式の数 
1,500株(上限) 

(４)株式取得価額の総額 
100百万円(上限) 

(５)自己株式取得の期間 
平成19年５月29日から 
平成19年６月８日 

 
２ 平成19年６月11日臨時取締
役会決議 

当社は、平成19年６月11日開
催の臨時取締役会において、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
式を取得することを決議いたし
ました。 
(１)理由 

経営環境の変化に対応した
機動的な資本政策を行うた
め 

(２)取得する株式の種類 
普通株式 

(３)取得する株式の数 
1,500株(上限) 

(４)株式取得価額の総額 
100百万円(上限) 

(５)自己株式取得の期間 
平成19年６月11日から 
平成19年８月10日 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

⑥申込期日     平成18年12月25日 

⑦払込期日     平成18年12月25日 

⑧新株券交付日  平成18年12月26日 

⑨割当先及び割当株式数 

      株式会社光通信  3,500株 

⑩前記各号については、証券取引法によ

る届出の効力を条件とする。 

(２)転換社債型新株予約権付社債の
発行 

①社債の名称 

株式会社エフティコミュニケーション

ズ第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債 

②記名・無記名の別  無記名式 

③社債の総額   金367,850,000円 

④発行価額 額面100円につき100円 

⑤社債の利率      年率1.5% 

⑥償還期限   平成20年12月24日 

⑦募集方法 

第三者割当の方法により、全額を株式

会社光通信に割当てる。 

⑧申込期日   平成18年12月25日 

⑨払込期日(発行日) 

        平成18年12月25日 

⑩担保の有無 

本社債には物上担保ならびに保証は付

されておらず、また本社債のために特

に留保されている資産はない。 

(３)新株予約権付社債に関する事項 
①目的となる株式  当社普通株式 

②目的となる株式の数  3,500株 

③払込金額  

     本社債の発行価額と同額 

④新株予約権の行使に際して払込をなす

べき１株当りの額 

           105,100円 

⑤行使期間 

平成19年１月１日から平成20年12月24

日  

⑥行使の条件 

社債の償還期限が経過した後は、本新

株予約権の行使はできない。各新株予

約権の１個の一部は行使できない。 

（重要な会社分割） 
当社は、平成19年９月10日開

催の臨時取締役会において、新
会社を設立し、ドコモショップ
事業部の事業を承継することを
決議いたしました。 

(１)目的 
多様化するニーズに機敏に十
分対応し、事業部門の主体性
と責任性をより明確にし、事
業運営  を行うことが必要
であると判断し、会社の自立
した経営及び市場の変化に対
応しうる運営を行います。 

(２)事業内容 
携帯電話販売を目的としたド
コモショップ運営等 

(３)会社概要 
名称：株式会社サンデックス
設立日：平成19年10月１日 
資本金：90,000千円 
発行済株式： 1,800株 
株主：   当社100％出資 
従業員数：70名 

(４)分割の形態 
新設会社に事業を承継する分
社方の新設分割 

(５)承継する権利義務、債権 
株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ九州、ドコモサービス
東北株式会社との代理店契約
及び流動資産の事業開始時点
の商品在庫。 
債権の承継はございません。

（６）日程 
平成19年10月１日 新会社設
立 
平成19年12月１日 事業開始
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