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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第24期

第１四半期連結 
累計(会計)期間

第25期
第１四半期連結 
累計(会計)期間

第24期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日

自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日

売上高 (千円) 9,870,258 8,696,542 38,114,067

経常利益 
又は経常損失(△)

(千円) △151,315 122,745 141,340

四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失(△)

(千円) △298,733 57,139 126,227

純資産額 (千円) 3,076,985 3,763,781 3,761,217

総資産額 (千円) 17,707,112 12,851,796 13,931,069

１株当たり純資産額 (円) 26,693.76 31,971.03 31,323.39

１株当たり四半期(当
期)純利益金額又は１株
当たり四半期純損失金
額(△)

(円) △4,169.75 664.08 1,575.39

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.8 21.4 19.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △153,561 △486,076 1,421,285

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 227,827 △52,176 3,791,914

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △383,266 △175,565 △4,574,437

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 2,628,545 2,848,095 3,564,649

従業員数 (名) 1,076 929 897

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、第24期第１四半期連結累計(会計)期間について

は、１株当たり四半期純損失であるため、第24期及び第25期第１四半期連結累計(会計)期間について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

平成21年６月30日現在 

   

 
  

平成21年６月30日現在 

   

 
  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(名)
929

(154)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 臨時従業員数は( )内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

３ 前連結会計年度末に比べ従業員が、32名増加していますが、この増加は、ソリューション事業におい

て、営業員の採用によるものです。

(2) 提出会社の状況

従業員数(名)
405
(7)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 臨時従業員数は( )内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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当第１四半期連結会計期間における仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 主な相手先別の販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％以下のため省略しております。

  

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 
 また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありませ
ん。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上重要な契約等は行われておりません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比（％）

ソリューション事業 1,051,707 78.7

モバイル事業 192,137 36.3

サービス＆サポート事業 900 41.0

マーキングサプライ事業 4,562,067 88.6

合          計 5,806,812 82.8

(2) 販売実績

事業の種類別セグメントの 

名称
主要品目 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

ソリューション事業

情報通信機器販売 2,596,476 86.3

ソフトウェア販売 123,463 176.5

コールセンター回線取次手数料 242,048 132.9

電気通信設備工事 172,600 104.1

小計 3,134,589 91.5

モバイル事業

携帯電話販売高 27,048 12.7

販売手数料 334,552 57.2

小計 361,601 45.3

サービス＆サポート事業

ＡＳＰサービス 13,948 76.8

ＩＳＰサービス 313,556 88.6

小計 327,504 80.6

マーキングサプライ事業 マーキングサプライ販売 4,872,847 93.0

合              計 8,696,542 88.1

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)
が判断したものであります。 

  

(1) 業績の状況  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の米国金融危機に端を発した景気後退による
企業収益の悪化、個人消費の低迷など、非常に厳しい状況が続いております。一部に景気底入れの兆し
は見えるものの、雇用情勢は依然として厳しく、先行きは不透明な状態となっています。 
 こうしたなか、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、前年度に実施した子会社の売
却及び事業譲渡等の影響により前年同四半期の9,870百万円から11.9％減少し8,696百万円となりまし
た。 
 また、前年度より開始した「経営改革」による収益力の向上とコスト削減により、収益改善し営業利
益は前年同四半期の144百万円の損失から269百万円増加し125百万円となり、経常利益は前年同四半期
の151百万円の損失から274百万円増加し122百万円、四半期純利益は前年同四半期の298百万円の損失か
ら355百万円増加し57百万円となりました。 
 なお、各セグメントにおける業績は、下記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、ビジネスホン等の通信機器並びにコピー機、複合機等のＯＡ機器及
び法人携帯の販売基盤の拡大に注力する一方、テレマーケティングシステムの活用や営業組織を商材別
に再編するなど、営業活動の効率化を図りました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の3,435百万円から8.5％減少し、3,143百万円となったものの、
営業利益は前年同四半期の56百万円の損失から289百万円増加し、233百万円となりました。 

  

(モバイル事業) 

移動通信市場では、携帯電話端末販売方式の変更や国内景気低迷により販売台数は減少となりました
が、当社グループにおいては販売価格の安定や新機種販売等により堅調に推移いたしました。 
 前年度に実施した店舗事業譲渡により、売上高は大幅な減少となりましたが、採算性の高いドコモシ
ョプ5店舗の運営に注力した結果、収益は大幅な改善となりました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の798百万円から54.7％減少し361百万円となり、営業利益は前年
同四半期の62百万円の損失から72百万円増加し、10百万円となりました。 

  
(サービス＆サポート事業) 

ＩＳＰサービスは、前期より取り組んでまいりました法人向けポータルサイトなど顧客サービスやＩ
ＳＰの新メニューの販売に注力いたしましたが、国内景気低迷等により顧客純増数が前年より減少いた
しました。 
 また、前年度に実施した子会社の売却により売上高、営業利益ともに減少いたしました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の422百万円から19.4％減少し340百万円となり、営業利益は前年
同四半期の63百万円から26.5％減少し、46百万円となりました。 

  
(マーキングサプライ事業) 

国内景気低迷による企業業績の悪化から、企業経費削減の流れは加速し、国内外ともに厳しい状況で
推移いたしました。 
 このような状況のもと、今期から環境に配慮した新商材の販売を開始いたしましたが、一部の新商材
において立上げが遅れたこと等により売上高は大幅に減少いたしましたが、前年同四半期と比べコスト
削減等により収益率が向上したことにより利益を確保することとなりました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の5,248百万円から6.4％減少し4,911百万円となり、営業利益は
前年同四半期の6百万円の損失から38百万円増加し32百万円となりました。  

  

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) 財政状態の分析  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,079百万円減少し、12,851百万
円となりました。これは、現金及び預金が681百万円、受取手形及び売掛金が216百万円、それぞれ減少
したことなどによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,081百万円減少し、9,088百万円と
なりました。これは、支払手形及び買掛金が762百万円減少したことなどによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、3,763百万円と
なりました。これは、利益剰余金が57百万円増加し、少数株主持分が53百万円減少したことなどによる
ものです。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ716百万円減少し、
2,848百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、486百万円（前年同四半期比216.5％増）の支出となりまし
た。これは、主として、税金等調整前四半期純利益を82百万円計上し、売上債権が215百万円減少した
一方で、仕入債務が762百万円減少したことなどによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、52百万円の支出（前年同四半期は227百万円の収入）となり
ました。これは、主として、定期預金預入による支出35百万円、固定資産の取得による支出39百万円な
どによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、175百万円（前年同四半期比54.2％減）の支出となりまし
た。これは、主として、社債の償還による支出100百万円、長期借入金の返済による支出39百万円、少
数株主に対する配当金の支払額36百万円などによるものです。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更
及び新たに生じた課題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等
について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありませ
ん。 

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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(注) １ 提出日現在の発行数には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 
   ２ 平成21年７月２日開催の当社取締役会の決議により、平成21年７月31日を払込期日とする第三者割当による

増資を行い、21,500株の新株発行を行っております。 
  
  

① 旧商法の規定に基づく新株予約権の状況 

イ 平成16年６月25日定時株主総会決議（第２回新株予約権） 
  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 230,000

計 230,000

② 【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間
末現在 

発行数(株) 
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年８月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 87,990 109,490
ジャスダック
証券取引所

単元株式数は１株であります。

計 87,990 109,490 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

第１四半期会計期間末現在 

（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 300

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 300 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）
１株当たり670,000
(注)１、２

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 670,000
資本組入額 335,000

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

―
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(注) １ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、

付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後

付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与

株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されて

いない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

 
２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１

円未満の端数は、これを切り上げる。 

 
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約

権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は、これを切り上げる。 

  

 
３ 主な新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。 

(1) 被付与者が提出会社または提出会社の子会社もしくは関係会社（「財務諸表等の用語、様式および作

成方法に関する規則」に定める子会社および関連会社とする。）の役員（監査役を含む。）または従

業員のいずれの地位も喪失した場合には権利は消滅する。 

(2) 被付与者が破産宣告を受けた場合には権利を消滅する。 

(3) 被付与者が死亡した場合には、一切の相続は認めない。 

４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成16年６月25日開催定時株主総会決議及び平成16年７月８日開

催の取締役会決議に基づき、提出会社と対象取締役及び従業員との間で締結した「新株予約権付与契約」に

定められております。 

  

ロ 平成17年６月24日定時株主総会決議（第３回新株予約権） 
  

 
  

調整後発行価額 ＝
既発行株式数 × 調整前発行価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式 ＋ 新規発行株式数

第１四半期会計期間末現在 

（平成21年６月30日）

新株予約権の数(個) 380

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 380 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり526,000
(注)１、２

新株予約権の行使期間
平成19年８月11日から
平成22年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)  

発行価格 526,000
資本組入額 263,000

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

―
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(注) １  新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、

付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後

付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

      調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするや
むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与
株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されて
いない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円

未満の端数は、これを切り上げる。 

 
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約

権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数
は、これを切り上げる。 

 
３ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社取締役、監査役、執行役員または使用人の
地位であることを要するものとする。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 
(3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の役職員であった対象者は、権利行使時におい

て、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社への業務寄与が高いと判断でき
ることを要する。 

４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成17年６月24日開催定時株主総会決議及び平成17年８月11日開
催の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められており
ます。 

  
② 会社法の規定に基づく新株予約権の状況 

イ 平成20年６月27日定時株主総会決議（第４回新株予約権） 
  

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数

第１四半期会計期間末現在 

（平成21年６月30日）

新株予約権の数(個) 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり17,566
(注)１、２

新株予約権の行使期間
平成23年２月24日から
平成25年２月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)  

発行価格 17,566
資本組入額 8,783

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

(注)５
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(注) １ 新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、

付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後

付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

      調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするや
むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与
株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されて
いない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

２ 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円

未満の端数は、これを切り上げる。 

 
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約

権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数
は、これを切り上げる。 

 
３ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社が認める当社のグループ会社
の取締役、監査役、執行役員または使用人の地位であることを要するものとする。 

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 
４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成20年６月27日開催定時株主総会決議及び平成21年２月23日開

催の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められてお
ります。 

５ 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生
日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸
収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換
につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）
の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対
象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 

  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
 再編対象会社の普通株式とする。 

  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。 

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額

(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。  

  ⑤新株予約権を行使することができる期間  
  上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。 

  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
  (ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数
は、これを切り上げる。 

  (イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載
の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする 

  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 
  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

  ⑧新株予約権の取得条項 
  下記(注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

  ⑨その他の新株予約権の行使の条件 
  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。 

６ 新株予約権の取得条項 
  以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締

役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得するこ
とができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案  
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
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ロ 平成20年６月27日定時株主総会決議（第５回新株予約権） 
  

 
(注) １ 新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、

付与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後

付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

      調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするや
むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与
株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されて
いない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

２ 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円

未満の端数は、これを切り上げる。 

 
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約

権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数
は、これを切り上げる。 

 
３ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社が認める当社のグループ会社
の取締役、監査役、執行役員または使用人の地位であることを要するものとする。 

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 
４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成20年６月27日開催定時株主総会決議及び平成21年２月23日開

催の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められてお
ります。 

第１四半期会計期間末現在 

（平成21年６月30日）

新株予約権の数(個) 1,910

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,910 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり17,566
(注)１、２

新株予約権の行使期間
平成23年２月24日から
平成25年２月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)  

発行価格 17,566
資本組入額 8,783

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

(注)５

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
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５ 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生
日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸
収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換
につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）
の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対
象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 

  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
 再編対象会社の普通株式とする。 

  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。 

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額

(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。  

  ⑤新株予約権を行使することができる期間  
  上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。 

  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
  (ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数
は、これを切り上げる。 

  (イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載
の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする 

  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 
  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

  ⑧新株予約権の取得条項 
  下記(注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

  ⑨その他の新株予約権の行使の条件 
  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。 

６ 新株予約権の取得条項 
  以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締

役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得するこ
とができる。 
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案  
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成21年４月１日～ 
平成21年６月30日

― 87,990 ― 961,058 ― 890,160

(5) 【大株主の状況】
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当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成21年３月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。 

平成21年３月31日現在

 
  

平成21年３月31日現在

   
  

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものです。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出月後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 1,947
― ―

完全議決権株式(その他)
 
普通株式 86,043 86,043

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 87,990 ― ―

総株主の議決権 ― 86,043 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社エフティ 
コミュニケーションズ

東京都中央区 
日本橋蛎殻町 
二丁目13番６号

1,947 ― 1,947 2.21

計 ― 1,947 ― 1,947 2.21

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成21年 
 ４月  ５月

 
 ６月

高(円) 12,100 19,700 27,000

低(円) 10,000 10,200 18,200

３ 【役員の状況】
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び

当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間

(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けて

おります。 

第５ 【経理の状況】
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,164,505 3,845,956 

受取手形及び売掛金 4,490,040 4,706,088 

商品 1,606,525 1,569,905 

原材料及び貯蔵品 9,299 4,519 

その他 664,877 748,265 

貸倒引当金 △111,027 △115,077 

流動資産合計 9,824,220 10,759,657 

固定資産 

有形固定資産 ※ 1,312,582 ※ 1,324,306 

無形固定資産 

のれん 322,290 354,509 

その他 98,498 96,427 

無形固定資産合計 420,789 450,936 

投資その他の資産 

その他 1,437,756 1,535,950 

貸倒引当金 △143,552 △139,780 

投資その他の資産合計 1,294,204 1,396,169 

固定資産合計 3,027,575 3,171,412 

資産合計 12,851,796 13,931,069 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,919,173 3,681,683 

短期借入金 2,034,000 2,134,000 

1年内返済予定の長期借入金 172,912 153,949 

1年内償還予定の社債 200,000 200,000 

未払法人税等 64,832 76,010 

賞与引当金 100,910 172,226 

返品調整引当金 14,486 23,688 

事務所移転費用引当金 － 18,198 

その他 1,573,557 1,587,454 

流動負債合計 7,079,872 8,047,210 

固定負債 

社債 300,000 400,000 

長期借入金 1,510,396 1,468,924 

退職給付引当金 29,266 28,223 

その他 168,478 225,494 

固定負債合計 2,008,141 2,122,641 

負債合計 9,088,014 10,169,851 
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 961,058 961,058 

資本剰余金 890,160 890,160 

利益剰余金 1,256,707 1,199,567 

自己株式 △330,036 △330,036 

株主資本合計 2,777,890 2,720,751 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 3,232 △1,320 

繰延ヘッジ損益 △23,121 △18,195 

為替換算調整勘定 △7,118 △6,077 

評価・換算差額等合計 △27,007 △25,593 

新株予約権 294 74 

少数株主持分 1,012,604 1,065,985 

純資産合計 3,763,781 3,761,217 

負債純資産合計 12,851,796 13,931,069 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,870,258 8,696,542 

売上原価 7,713,199 6,592,803 

売上総利益 2,157,058 2,103,739 

返品調整引当金戻入額 1,737 9,201 

差引売上総利益 2,158,796 2,112,940 

販売費及び一般管理費 ※ 2,302,845 ※ 1,987,054 

営業利益又は営業損失（△） △144,049 125,886 

営業外収益 

受取ロイヤリティー 7,908 10,471 

その他 17,078 13,105 

営業外収益合計 24,987 23,576 

営業外費用 

支払利息 23,203 20,254 

その他 9,050 6,463 

営業外費用合計 32,254 26,717 

経常利益又は経常損失（△） △151,315 122,745 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 9,700 

デリバティブ評価益 74,910 － 

その他 527 274 

特別利益合計 75,438 9,974 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 47,078 

投資損失引当金繰入額 100,000 － 

店舗閉鎖損失 43,727 － 

その他 66,705 3,152 

特別損失合計 210,432 50,230 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△） 

△286,310 82,490 

法人税、住民税及び事業税 44,355 44,155 

法人税等調整額 △2,673 △4,096 

法人税等合計 41,682 40,059 

少数株主損失（△） △29,258 △14,708 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △298,733 57,139 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６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又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

△286,310 82,490 

減価償却費 41,226 29,495 

減損損失 8,388 － 

のれん償却額 57,638 32,218 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,969 △279 

賞与引当金の増減額（△は減少） △67,763 △71,315 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △967 1,043 

受取利息及び受取配当金 △1,450 △1,666 

支払利息 23,203 20,254 

店舗閉鎖損失 43,727 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 47,078 

投資損失引当金の増減額（△は減少） 100,000 － 

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 24,479 － 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 27,080 △9,201 

売上債権の増減額（△は増加） 499,090 215,451 

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,984 △41,801 

仕入債務の増減額（△は減少） △895,183 △762,450 

その他 507,478 48,568 

小計 △19,375 △410,115 

利息及び配当金の受取額 1,794 1,526 

利息の支払額 △23,931 △22,438 

法人税等の支払額 △112,048 △50,550 

法人税等の還付額 － △4,499 

営業活動によるキャッシュ・フロー △153,561 △486,076 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △45,209 △35,814 

定期預金の払戻による収入 357,658 － 

固定資産の取得による支出 △28,478 △39,788 

固定資産の売却による収入 1,407 － 

投資有価証券の取得による支出 △299 △49 

貸付けによる支出 △407,050 △2,970 

貸付金の回収による収入 409,739 11,274 

差入保証金の差入による支出 △59,200 △29,827 

差入保証金の回収による収入 － 41,296 

その他の支出 △11,314 △667 

その他の収入 10,572 4,370 

投資活動によるキャッシュ・フロー 227,827 △52,176 
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（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

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） － △100,000 

長期借入れによる収入 － 100,000 

長期借入金の返済による支出 △68,337 △39,565 

社債の償還による支出 △100,000 △100,000 

配当金の支払額 △214,929 － 

少数株主への配当金の支払額 － △36,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △383,266 △175,565 

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,346 △2,736 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △301,653 △716,553 

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,199 3,564,649 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,628,545 ※ 2,848,095 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を

適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基

準15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１

四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手し

た工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

前第１四半期連結累計期間において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の収入」に含めて表示

しておりました「差入保証金の回収による収入」は重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲

記することとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他

の収入」に含まれる「差入保証金の回収による収入」は、15,094千円であります。

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

①一般債権の貸倒見積高の算出方法

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したもとの著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算出しております。 

②固定資産の減価償却費の算出方法

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法に

よっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 法人税等の納付税額の算出に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※ 有形固定資産の減価償却累計額 551,690千円 ※ 有形固定資産の減価償却累計額 539,154千円

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日)

 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 912,398千円

賞与引当金繰入額 20,140千円

退職給付費用 12,766千円

貸倒引当金繰入額 48,615千円
 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 840,798千円

賞与引当金繰入額 87,495千円

退職給付費用 9,941千円

貸倒引当金繰入額 8,311千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日)

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金 2,954,248千円

長期預金 1,000,000千円

   計 3,954,248千円

預入期間が３か月超の定期預金 △1,325,702千円

現金及び現金同等物 2,628,545千円
 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

現金及び預金 3,164,505千円

長期預金 200,000千円

   計 3,364,505千円

預入期間が３か月超の定期預金 △516,409千円

現金及び現金同等物 2,848,095千円
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当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結会計累計期間(自 平成21年４

月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

  ストック・オプションとしての新株予約権 

 
  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリー

ス取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 87,990

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,947

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高 
(千円)

提出会社 ― ― 294

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 294

(リース取引関係)
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
(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 

 
３ 会計処理方法の変更 

(返品調整引当金) 

「四半期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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より、将来に予想される返品に備えるため、過去の返品実績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相

当額を計上しております。 

なお、この変更により、ソリューション事業において、従来と同一の基準によった場合に比べ、売上総利

益が、1,737千円増加し、営業損失が同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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)

マーキングサ

プライ事業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に

対する売上高
3,426,936 798,446 406,399 5,238,475 9,870,258 ― 9,870,258

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,160 － 15,946 9,980 34,087 (34,087) ―

計 3,435,097 798,446 422,346 5,248,455 9,904,345 (34,087) 9,870,258

営業利益又は営業損失

（△）
△56,322 △62,200 63,379 △6,809 △61,953 (82,095) △144,049

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ＯＡ機器、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、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、金融サービス（ファクタリング）

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(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 

  
  

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別のセグメント

情報の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別のセグメント

情報の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

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)

マーキングサ

プライ事業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に

対する売上高
3,134,589 361,601 327,504 4,872,847 8,696,542 ― 8,696,542

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,363 ― 12,921 39,039 61,325 (61,325) ―

計 3,143,953 361,601 340,426 4,911,886 8,757,867 (61,325) 8,696,542

営業利益 233,517 10,368 46,592 32,078 322,556 (196,670) 125,886

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ＯＡ機器、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、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

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

  

 
(注) １株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

31,971円 03銭 31,323円 39銭

項目
当第１四半期連結会計期間末

(平成21年６月30日)
前連結会計年度 

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 3,763,781千円 3,761,217千円

純資産の部の合計額から控除する金額 1,012,898千円 1,066,060千円

（うち新株予約権） 294千円 74千円

（うち少数株主持分） 1,012,604千円 1,065,985千円

普通株式に係る四半期末(期末)の純資
産額

2,750,883千円 2,695,157千円

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た四半期末(期末)の普通株式数

86,043株 86,043株

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

 
１株当たり四半期純損失 4,169円 75銭
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。

 
１株当たり四半期純利益 664円 08銭
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、全ての潜在株式が希薄化効果を有していないた
め記載しておりません。

項目

前第１四半期
連結累計期間

(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期
連結累計期間

(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純
利益又は四半期純損失(△)(千円)

△298,733 57,139

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失(△)(千円)

△298,733 57,139

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) 71,643 86,043

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に用いられた四半期純利
益調整額(千円)

― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に用いられた普通株式増
加数 (株)

― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益の
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

― ―

― 26 ―



当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 重要な新株の発行 

当社は、平成21年７月２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を決議し、平成21

年７月31日に当該株式を発行しております。 

  

(1) 発行要領 

①発行する株式の種類及び数     普通株式     21,500株 

②発行価額             １株につき   金18,360円 

③発行価額の総額                 394,740,000円 

④資本組入額            １株につき   金 9,180円 

⑤資本組入額の総額                197,370,000円 

⑥募集又は割当方法         第三者割当の方法による 

⑦申込期日             平成21年７月31日（金曜日） 

⑧払込期日             平成21年７月31日（金曜日） 

⑨割当先・割当株式数        株式会社ハローコミュニケーションズ 12,900株 

                  畔柳 誠（当社代表取締役社長）    7,000株 

                  平﨑 敏之（当社代表取締役副社長）  1,600株 

  

(2) 資金の使途 

このたびの第三者割当による新株式の発行で調達した資金の使途につきましては、主に銀行からの短期

借入金の返済に充当する予定であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成20年８月11日

株式会社エフティコミュニケーションズ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社エフティコミュニケーションズの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１
四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、
四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ
ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行
われた。 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エフティコミュニケーションズ及
び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい
て認められなかった。 
  
追記情報 
１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連

結会計期間より将来に予想される返品に備えるため、過去の実績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相当額を

返品調整引当金として計上している。 
２．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連

結会計期間より、会社グループのデリバティブ取引に係るヘッジ方針等を見直したことに伴い、予定取引のうちヘ

ッジ会計の要件を満たす為替予約取引等について繰延ヘッジ処理を採用している。 
３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年７月１日開催の取締役会において、連結子会社である株

式会社フレクソルの全株式を譲渡することを決議し、平成20年７月２日付けで当該株式を譲渡している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

三優監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  川  野  佳  範  ㊞

業務執行社員 公認会計士  山  本  公  太  ㊞

(注)１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

― 29 ―



 

  

平成21年８月10日

株式会社エフティコミュニケーションズ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社エフティコミュニケーションズの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１
四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年
４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半
期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期
連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行
われた。 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エフティコミュニケーションズ及
び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい
て認められなかった。 
  
追記情報 
  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年７月２日開催の取締役会において、第三者割当による新

株式の発行を決議し、平成21年７月31日に当該株式を発行している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

三優監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  川  野  佳  範  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  公  太  ㊞

(注)１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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