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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）平成20年３月期第３四半期及び平成21年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しておりますが、四半期純損失
を計上しておりますので記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 29,348 ― △42 ― △136 ― △688 ―
20年3月期第3四半期 15,274 23.0 △181 ― △237 ― △428 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △8,808.91 ―
20年3月期第3四半期 △5,690.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 15,002 2,891 12.3 21,388.85
20年3月期 19,426 3,612 12.5 33,802.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,840百万円 20年3月期  2,421百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3,000.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 42,400 65.6 500 ― 410 ― 130 ― 1,622.46

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期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（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るもの） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．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た    
め、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、上記予想に関する事項は３ページをご参照ください。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指    
針第14号）を適用しております。 
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社フレクソル ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  87,990株 20年3月期  73,590株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,947株 20年3月期  1,947株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  78,188株 20年3月期第3四半期  70,575株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)におけるわが国の経済
は、原油価格等の価格が上昇局面から一転して下落する状況になるなど短期間に大きな変化が起
き、また米国の金融危機に端を発した世界経済の悪化により、一層厳しい状況になりました。こ
のような状況の下、当社グループは、引き続き収益力の向上とグループ全体の成長を目指して事
業活動を行いました。 
平成20年10月からは｢グループ経営改革｣として、高付加価値商品の取扱や外注費等の価格の改

定やコストダウン活動、費用の削減や適正人員の見直しによる生産性の向上などに注力しました。
 
売上高においては、平成19年12月より子会社となったハイブリッド・サービス(株)が寄与し、

前年同期の152億74百万円から92.1％増加し293億48百万円となりました。 
売上原価は、前年同期より134億９百万円増加し228億69百万円(前年同期比141.8％増)となりま

した。 
販売費及び一般管理費は、前年同期より５億34百万円増加し65億30百万円となり、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、17.0ポイント減少して22.3％となりました。 

以上の結果、営業損失は42百万円、経常損失は１億36百万円となりました。 
特別損益は、事業再編に伴うＳＨＯＰ事業の譲渡を行い、のれんの減損処理等を２億17百万円、

投資有価証券評価損１億18百万円計上したことなどにより３億93百万円の損失となり、税金等調
整前四半期純損失は５億29百万円となりました。 

その結果四半期純損失は６億88百万円となりました。 

 

【ソリューション事業】 

ソリューション事業においては、営業インフラの強化を 優先課題とし、テレマーケティング
システムによる営業効率の強化や営業組織を商材別に再編し更には、人材の採用と人材の活性化
に積極的に取り組んでまいりました。回線系のサービスについては、コンシューマ向けのコール
センター型、法人向けのテレアポイント型と訪問営業型などのインフラ整備に傾注いたしました。
また、ビジネスホン販売やＯＡ機器販売は、既存顧客からの買い替え需要が堅調に推移しました。
以上により売上高は、前年同期の103億78百万円から4.9%減少し98億75百万円となり営業損益

は、前年同期の営業利益５億64百万円から29.4%減少し３億98百万円となりました。 
 
【モバイル事業】 

移動通信市場では、分離プランの導入とそれに伴う割賦方式での端末販売と新しい通信料金体
系に係る初期需要の沈静化などもあり、総じて携帯端末販売は低調に推移しました。 
このような事業環境のもと当社グループでは、平成20年10月１日に東京都東部地区で事業を行

っていた14店舗を事業譲渡いたしました。 
その結果売上高は、前年同期の35億79百万円から45.6%減少し19億46百万円となり営業損益は、

前年同期の営業損失２億77百万円から86百万円となりました。 
 
【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
スや新メニューの販売に注力し、子会社の(株)フレクソルにて取り組んでまいりました医療機関
向けのファクタリングサービスは、平成20年６月をもって事業撤退をいたしました。売上高は前
年同期の14億43百万円から17.6%減少し11億89百万円となり、営業利益は前年同期の99百万円から
58.5%増加し１億57百万円となりました。 

 

【マーキングサプライ事業】 

平成19年12月より子会社となったハイブリッド・サービス(株)が行っている事業を区分表記し
たことにより前期実績はございません。 
マーキングサプライ事業では、主力商品であるトナーカートリッジやインクジェットカートリ

ッジの売上が低迷し、売上高は、164億71百万円となり、利益面では営業債権に対する貸倒引当金
を計上した結果、営業利益94百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は107億71百万円となり、前期末より25億47百万

円減少しました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ４億30百万円、53百
万円減少したことによるものです。固定資産は、42億30百万円となり前期末より18億75百万円減
少いたしました。これは主に事業譲渡に伴いのれんと長期性預金がそれぞれ４億99百万円、10億
円減少したことによるものです。この結果、資産合計は前期末より44億23百万円減少し、150億２
百万円となりました。 
(負債) 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は97億47百万円となり、前期末より28億17百万
円減少しました。これは主に短期借入金、１年以内返済予定長期借入金、１年以内償還予定社債
がそれぞれ、13億20百万円、３億90百万円、３億67百万円減少したことによるものです。固定負
債は、23億63百万円となり、前期末より８億85百万円減少しました。これは主に長期借入金が４
億19百万円減少したことによるものです。この結果、負債合計は前期末より37億２百万円減少し、
121億11百万円となりました。 
(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は28億91百万円となり、前期末より７億21百万円
減少しました。これは主に第３者割当増資に伴う新株発行により、資本金、資本剰余金がそれぞ
れ、１億88百万円、１億88百万円増加し、四半期純損失６億88百万円、配当金の支払い２億14百
万円によるものです。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果獲得した資金は、３億95百万円となりました。これは主に売上債権の増加50百
万円、仕入債務の減少３億89百万円があったものの、たな卸資産の減少９億円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ･フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は、22億17百万円となりました。これは主に定期預金の払戻によ
る収入14億51百万円、金融サービス事業の撤退により株式売却したことによる収入５億25百万円
及び事業譲渡による収入3億72百万円等によるものです。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、26億59百万円となりました。これは主に配当金の支払い２億
14百万円、社債の償還による支出５億67百万円、短期借入金及び長期借入金の返済による支出21
億36百万円等によるものです。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、平成20年５月21日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
 
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） 

(主要な関係会社の異動) 
連結除外：株式会社フレクソル 
前期末にて当社の連結子会社であった株式会社フレクソルは、平成20年７月２日付で所有株

式の全部をＳＢＩキャピタルソリューションズ(株)へ譲渡したことにより当社の連結子会社で
なくなりました。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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定に関しては、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測やタックス・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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(3) 四半期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 

(1) 当連結会計年度より｢四半期財務諸表に関する会計基準｣(企業会計基準第12号)及び「四半期
財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。ま
た、｢四半期連結財務諸表規則｣に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

(2) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収
益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
これによる、損益に与える影響は軽微であります。 

(3) 返品調整引当金の計上につきましては、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。 

（会計処理方法の変更） 
商品の返品は、従来、返品時に売上高から控除する処理をしておりましたが、社内管理体制

等の整備により、返品実績率等の把握が可能となったことに伴い、より適切な期間損益計算及
び財務健全性の観点から、第１四半期連結会計期間より、返品調整引当金を計上することにい
たしました。 

なお、この変更により、期首時点における過年度相当額28,817千円は特別損失に計上してお
ります。 

この結果、従来と同一の基準によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益
が、8,642千円増加し、営業損失及び経常損失は、それぞれ同額減少するとともに、税金等調
整前四半期純損失が20,175千円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
(4)ヘッジ会計 

第１四半期連結会計期間より、当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おります。この変更により繰延ヘッジ損益を△53,017千円計上するととも
に、当第３四半期連結累計期間の特別利益にデリバティブ評価益74,910千円を計上しておりま
す。 
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５．四半期連結財務諸表 
  (1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,138,297 3,568,351

受取手形及び売掛金 5,387,542 5,440,864

商品 1,621,847 2,586,862

原材料 3,726 5,817

その他 739,520 1,828,317

貸倒引当金 △119,256 △110,811

流動資産合計 10,771,678 13,319,401

固定資産   

有形固定資産 2,729,406 2,847,287

無形固定資産   

のれん 385,659 885,479

その他 105,036 87,494

無形固定資産合計 490,696 972,974

投資その他の資産   

その他 1,149,701 2,355,306

貸倒引当金 △138,967 △68,851

投資その他の資産合計 1,010,734 2,286,455

固定資産合計 4,230,838 6,106,716

資産合計 15,002,516 19,426,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,665,870 4,056,455

短期借入金 2,534,000 3,854,000

1年内返済予定の長期借入金 1,460,041 1,850,380

1年内償還予定の社債 200,000 567,850

未払法人税等 32,273 123,655

賞与引当金 100,293 125,942

返品調整引当金 20,175 －

事務所移転費用引当金 19,000 －

その他 1,716,292 1,986,980

流動負債合計 9,747,945 12,565,264
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

社債 400,000 600,000

長期借入金 1,654,652 2,073,885

退職給付引当金 28,507 27,073

その他 280,268 547,745

固定負債合計 2,363,427 3,248,704

負債合計 12,111,373 15,813,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 961,058 772,606

資本剰余金 890,160 701,722

利益剰余金 384,588 1,288,268

自己株式 △330,036 △330,036

株主資本合計 1,905,772 2,432,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,381 △5,025

繰延ヘッジ損益 △53,017 －

為替換算調整勘定 △10,011 △5,811

評価・換算差額等合計 △65,411 △10,836

少数株主持分 1,050,782 1,190,424

純資産合計 2,891,143 3,612,149

負債純資産合計 15,002,516 19,426,118
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  (2) 四半期連結損益計算書 
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 29,348,201

売上原価 22,869,371

売上総利益 6,478,830

返品調整引当金戻入額 8,642

差引売上総利益 6,487,472

販売費及び一般管理費 6,530,251

営業損失（△） △42,778

営業外収益  

受取ロイヤリティー 23,337

持分法による投資利益 5,667

その他 41,082

営業外収益合計 70,087

営業外費用  

支払利息 90,482

デリバティブ解約損 62,881

その他 9,988

営業外費用合計 163,353

経常損失（△） △136,043

特別利益  

固定資産売却益 28,472

デリバティブ評価益 74,910

その他 2,655

特別利益合計 106,038

特別損失  

減損損失 217,304

投資有価証券評価損 118,069

店舗閉鎖損失 43,727

その他 120,840

特別損失合計 499,942

税金等調整前四半期純損失（△） △529,947

法人税、住民税及び事業税 120,506

法人税等調整額 8,822

法人税等合計 129,328

少数株主利益 29,474

四半期純損失（△） △688,751
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31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損失（△） △529,947

減価償却費 127,006

減損損失 217,304

のれん償却額 142,228

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,674

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,454

受取利息及び受取配当金 △6,809

支払利息 90,482

店舗閉鎖損失 43,727

関係会社株式売却損益（△は益） 45,790

投資有価証券評価損益（△は益） 118,069

返品調整引当金の増減額（△は減少） 20,175

売上債権の増減額（△は増加） 50,814

たな卸資産の増減額（△は増加） 900,652

仕入債務の増減額（△は減少） △389,987

その他 △195,799

小計 693,587

利息及び配当金の受取額 7,445

利息の支払額 △100,473

法人税等の支払額 △205,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 395,299

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 △70,929

定期預金の払戻による収入 1,451,369

固定資産の取得による支出 △60,787

固定資産の売却による収入 2,832

投資有価証券の取得による支出 △1,054

貸付けによる支出 △28,100

貸付金の回収による収入 27,502

差入保証金の差入による支出 △145,564

差入保証金の回収による収入 125,328

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

525,363

事業譲渡による収入 372,177

その他の支出 △8,059

その他の収入 27,640

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,217,720
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31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） △1,320,000

長期借入金の返済による支出 △816,902

社債の償還による支出 △567,850

株式の発行による収入 376,891

連結子会社の自己株式取得による支出 △103,137

配当金の支払額 △214,929

少数株主への配当金の支払額 △13,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,659,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,274

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,867,925
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 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) 

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 
9,851,284 1,946,106 1,142,918 16,407,891 29,348,201 ― 29,348,201

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
24,240 ― 46,160 63,510 133,911 (133,911) ―

計 9,875,525 1,946,106 1,189,079 16,471,401 29,482,113 (133,911) 29,348,201

営業利益又は営業損失（△） 398,705 △86,469 157,745 94,540 564,521 (607,300) △42,778

(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 
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 

３ 会計処理方法の変更 

(返品調整引当金) 

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、当

第３四半期連結累計期間の売上総利益が、8,642千円増加し、営業利益が同額増加しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 
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。 

 

【海外売上高】 
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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 
当社は、平成 20 年８月 29 日付で、株式会社光通信から第三者増資の払い込みを受けました。

この結果、第２四半期連結会計期間において資本金が１億 88 百万円、資本準備金が１億 88 百万
円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が９億 61 百万円、資本剰余金が８億 90
百万円となっております。 
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６．その他の情報 

         
[参考資料] 
1. 前第３四半期連結累計期間に係る財務諸表等 

 

(1) （要約）前第３四半期連結損益計算書                         

 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

区分 金額（単位:千円） 

Ⅰ 売上高 15,274,186

Ⅱ 売上原価 9,459,571

   売上総利益 5,814,615

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,995,912

   営業損失(△) △181,297

Ⅳ 営業外収益 123,197

Ⅴ 営業外費用 179,518

   経常損失(△) △237,618

Ⅵ 特別利益 6,907

Ⅶ 特別損失 7,213

税金等調整前四半期

純損失(△) 
△237,925

   税金費用 133,443

   少数株主利益 57,543

   四半期純損失(△) △428,912
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(2) （要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

   

 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

区分 金額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前四半期(当期)純利益 △237,925 

   減価償却費 124,164 

   受取利息及び受取配当金 △4,106 

   支払利息 42,696 

   売上債権の増減額(△増加) △185,330 

   たな卸資産の増減額(△増加) △76,798 

   金銭債権未収入金の増減額 △497,445 

   仕入債務の増減額(△増加) △125,909 

   前受保守料の増減額(△減少) △604,691 

   その他 △206,052 

    小計 △1,771,399 

   利息及び配当金の受取額 5,058 

   利息の支払額 △48,268 

   法人税等の支払額 △165,647 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △1,980,257 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   固定資産の取得による支出 △108,414 

   連結の範囲の変更に伴う子会社株式 
   取得による収入 

1,393,456 

   その他 150,417 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,435,459 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の増加(△減少) 3,094,000 

   社債の償還による支出 △200,000 

   長期借入れによる収入 430,000 

   長期借入金の返済による支出 △138,282 

   株式の発行による収入 36,982 

   自己株式取得による支出 △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 △215,610 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,871,769 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,326,972 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,021,600 

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 

― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 3,348,572 
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(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 
前第３四半期連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 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 
10,319,823 3,579,245 1,375,117 15,274,186 ― 15,274,186

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
59,128 141 68,416 127,687 (127,687) ―

計 10,378,952 3,579,387 1,443,534 15,401,873 (127,687) 15,274,186

営業利益 

又は営業損失(△) 
564,784 △277,322 99,551 387,013 (568,311) △181,297

(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、Ｗ

ｅｂ構築パック、ｅ－Ｒａｎｋ、電気通信設備工事、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） 

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） 
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