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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】

回次
第24期 

第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結

累計期間

第24期
第２四半期連結

会計期間

第25期 
第２四半期連結 

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 
    ９月30日

自 平成21年
    ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成20年
    ７月１日 
至  平成20年 
    ９月30日

自 平成21年 
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９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) 19,738,208 17,381,014 9,867,950 8,684,471 38,114,067

経常利益 
又は経常損失(△)

(千円) △93,382 280,359 57,872 153,292 141,340

四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失(△)

(千円) △578,046 104,860 △279,312 47,720 126,227

純資産額 (千円) ― ― 3,055,370 4,130,262 3,761,217

総資産額 (千円) ― ― 16,234,353 13,237,117 13,931,069

１株当たり純資産額 (円) ― ― 23,176.82 29,526.20 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) △7,786.21 1,123.58 △3,636.50 474.68 1,575.39

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利
益金額

(円) ― 1,116.88 ― 469.44 ―

自己資本比率 (％) ― ― 12.3 24.0 19.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 29,159 △804,586 ― ― 1,421,285

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,179,788 △117,387 ― ― 3,791,914

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,601,560 445,226 ― ― △4,574,437

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 2,543,700 3,080,560 3,564,649

従業員数 (名) ― ― 987 1,002 897

(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２四半期連結累計期間及び第24期第２

四半期連結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２四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２四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９月30日現在 

   

 
  

平成21年９月30日現在 

   
  (注) 従業員数は就業人員であります。 

  

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)
1,002
(176)

(注) １ 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む)であります。

２ 臨時従業員数は( )内に当第２四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 従業員数が当第２四半期連結会計期間において73名増加しております。主な理由は、ソリューション事

業における営業員の採用が増加したことによるものであります。

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 428
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当第２四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。 

  

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載を省略しております。 
  

当第２四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％未満のため省略しております。

  

当第２四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２四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 【生産、受注及び販売の状況】

(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 1,092,833 103.9

モバイル事業 206,310 40.9

サービス＆サポート事業 － －

マーキングサプライ事業 4,538,251 102.9

合          計 5,837,395 97.8

(2) 受注実績

(3) 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 2,531,223 89.5

ソフトウェア販売 147,853 104.3

コールセンター回線取次手数料 309,358 151.6

電気通信設備工事 204,345 93.1

小計 3,192,780 94.1

モバイル事業

携帯電話販売高 33,835 12.7

販売手数料 386,380 70.8

小計 420,215 51.8

サービス＆サポート事業

ＡＳＰサービス 13,477 78.9

ＩＳＰサービス 316,878 90.7

小計 330,355 90.1

マーキングサプライ事業 マーキングサプライ販売 4,741,119 89.5

合              計 8,684,471 88.0

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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）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先行き不透明感が払拭できない状況が続いており、企
業のコスト削減活動の継続、個人消費の低迷、雇用環境の悪化などにより景気は総じて弱含みで推移し
ました。在庫調整の進展、外需の回復等による企業収益の改善などが一部にみられ、景気底入れ感はあ
るものの、当社グループを取り巻く経営環境は、予断を許さない状況が続いております。 
 こうしたなか、当第２四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、前年同四半期の9,867百万円
から12.0％減少し8,684百万円となりました。 
 また、前連結会計年度より引き続き推進しております、「経営改革」による収益力の向上とコスト削
減により収益は改善され、営業利益は前年同四半期の70百万円から71百万円増加し141百万円となり、
経常利益は前年同四半期の57百万円から95百万円増加し153百万円、四半期純損益は前年同四半期の279
百万円の損失から327百万円増加し47百万円の利益となりました。 
 なお、各セグメントにおける業績は、以下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、引き続き、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。また、回線サービス等の低単価商材の販
売による新人販売員の育成にも注力いたしました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の3,402百万円から5.9％減少し、3,202百万円となり、営業利益
は前年同四半期の339百万円から42.3％減少し、195百万円となりました。 

  

(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。 
 前連結会計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811百万円から、48.2％減少し420百万円となり、営業利益は前
年同四半期の35百万円の損失から53百万円増加し、17百万円の利益となりました。 

  
(サービス＆サポート事業) 

ＩＳＰサービスは、前連結会計年度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ＩＳＰの新メニューの販売に注力いたしました。中小企業向けポータルサービスの「Bizloop
サーチ」の企業様登録件数が、平成21年８月に３万件を突破いたしました。結果、収益は改善し売上高
は減少したものの営業利益は堅調に推移いたしました。 
 以上により、売上高は前年同四半期の383百万円から10.8％減少し、342百万円となり、営業利益は前
年同四半期の59百万円から9.7％増加し、65百万円となりました。 

  
(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、当連結会計年度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5,318百万円から10.3％減少し4,770百万円となり、営業利益は
前年同四半期の24百万円から23.8％増加し30百万円となりました。  

  

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２四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693百万円減少し、13,237百万円
となりました。これは、現金及び預金が458百万円、受取手形及び売掛金が383百万円、それぞれ減少し
たことなどによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,062百万円減少し、9,106百万円と
なりました。これは、支払手形及び買掛金が906百万円減少したことなどによるものであります。 

当第２四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369百万円増加し、4,130百万円と
なりました。これは、資本金が197百万円、資本剰余金が197百万円、利益剰余金が57百万円それぞれ増
加し、少数株主持分が113百万円減少したことなどによるものであります。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末と比べ232百万円
増加し、3,080百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、318百万円（前年同四半期は182百万円の収入）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157百万円計上し、売上債権が165百万円減少
した一方で、たな卸資産が156百万円増加したことと仕入債務が144百万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、65百万円の支出（前年同四半期は951百万円の収入）となり
ました。これは、主として、貸付による支出58百万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、620百万円（前年同四半期は1,218百万円の支出）の収入とな
りました。これは、主として、株式発行による収入394百万円や短期借入金が240百万円増加したことな
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２四半期連結会計期間において、当社グループ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２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四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11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17年６月24日定時株主総会決議（第３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２四半期会計期間
末現在 

発行数(株) 
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年11月13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 109,490 109,490
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 109,490 109,490 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日）

新株予約権の数(個) 370

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) 370 (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)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

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
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２四半期会計期間末現在 

（平成21年９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)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

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
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２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日）

新株予約権の数(個) 1,890

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) 1,890 (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)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

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
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、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社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  
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ハ 平成20年６月27日定時株主総会決議（第６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

権の行使の場合等を除く。)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８月20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２四半期会計期間末現在 

（平成21年９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26,700
(注)２

新株予約権の行使期間
平成23年８月21日から
平成28年８月20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 26,700
資本組入額 13,350

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

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
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 ＋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、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社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  
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ニ 平成20年６月27日定時株主総会決議（第７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

権の行使の場合等を除く。)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８月20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２四半期会計期間末現在 

（平成21年９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26,700
(注)２

新株予約権の行使期間
平成23年８月21日から
平成28年８月20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 26,700
資本組入額 13,350

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

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
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 ＋ 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、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社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。 

  

  

 
(注) 第三者割当 発行価格18,360円 資本組入額9,180円 

   割当先 株式会社ハローコミュニケーションズ、畔柳 誠、平﨑 敏之 

  

(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７月31日 21,500 109,490 197,370 1,158,428 197,370 1,087,530
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平成21年９月30日現在

 
(注) 平成21年７月31日付で、畔柳誠及び株式会社ハローコミュニケーションズは主要株主となりました。 

  

平成21年９月30日現在

 
  

平成21年９月30日現在

(5) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式 

総数に対する 

所有株式数 

の割合(％)

株式会社光通信 
代表取締役 重田 康光

東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 17,900 16.35

畔柳 誠 東京都中央区 14,411 13.16

株式会社ハローコミュニケーシ
ョンズ 
代表取締役 豊田 繁太郎

東京都豊島区東池袋1丁目34番5号 12,900 11.78

平﨑 敏之 東京都江戸川区 7,041 6.43

エフティコミュニケーションズ 
従業員持株会 
理事長 森 政彦

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号 2,567 2.34

株式会社エフティコミュニケー
ションズ 
代表取締役 畔柳 誠

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号 1,947 1.78

エフティコミュニケーションズ 
取引先持株会 
理事長 山田 基安

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号 1,417 1.29

村田機械株式会社 
代表取締役 村田 純一

京都府京都市南区吉祥院南落合町３ 1,353 1.24

根岸 欣司 東京都新宿区 1,309 1.20

代永 和久 東京都江東区 756 0.69

計 ― 61,601 56.26

(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 107,543 107,543 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 109,490 ― ―

総株主の議決権 ― 107,543 ―

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 1.78

計 ― 1,947 ― 1,947 1.78
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(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日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

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 ７月 ８月  ９月

高(円) 12,100 19,700 27,000 27,000 28,000 27,400

低(円) 10,000 10,200 18,200 20,300 21,900 24,580

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２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結
累計期間(平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間
(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間(平成20年７月
１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日
まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30
日まで）及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 3,387,293 3,845,956 

受取手形及び売掛金 4,322,736 4,706,088 

商品 1,757,387 1,569,905 

原材料及び貯蔵品 9,656 4,519 

その他 843,274 748,265 

貸倒引当金 △114,023 △115,077 

流動資産合計 10,206,324 10,759,657 

固定資産 

有形固定資産 ※ 1,313,520 ※ 1,324,306 

無形固定資産 

のれん 290,072 354,509 

その他 103,244 96,427 

無形固定資産合計 393,316 450,936 

投資その他の資産 

その他 1,409,429 1,535,950 

貸倒引当金 △85,473 △139,780 

投資その他の資産合計 1,323,956 1,396,169 

固定資産合計 3,030,793 3,171,412 

資産合計 13,237,117 13,931,069 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,774,712 3,681,683 

短期借入金 2,274,000 2,134,000 

1年内返済予定の長期借入金 192,912 153,949 

1年内償還予定の社債 200,000 200,000 

未払法人税等 138,534 76,010 

賞与引当金 170,237 172,226 

返品調整引当金 12,367 23,688 

事務所移転費用引当金 － 18,198 

その他 1,339,424 1,587,454 

流動負債合計 7,102,189 8,047,210 

固定負債 

社債 300,000 400,000 

長期借入金 1,547,168 1,468,924 

退職給付引当金 30,660 28,223 

その他 126,837 225,494 

固定負債合計 2,004,666 2,122,641 

負債合計 9,106,855 10,169,851 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 1,158,428 961,058 

資本剰余金 1,087,530 890,160 

利益剰余金 1,304,427 1,199,567 

自己株式 △330,036 △330,036 

株主資本合計 3,220,351 2,720,751 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 792 △1,320 

繰延ヘッジ損益 △35,715 △18,195 

為替換算調整勘定 △10,092 △6,077 

評価・換算差額等合計 △45,014 △25,593 

新株予約権 2,272 74 

少数株主持分 952,654 1,065,985 

純資産合計 4,130,262 3,761,217 

負債純資産合計 13,237,117 13,931,069 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,738,208 17,381,014 

売上原価 15,298,141 13,130,182 

売上総利益 4,440,066 4,250,832 

返品調整引当金戻入額 6,344 11,320 

差引売上総利益 4,446,411 4,262,152 

販売費及び一般管理費 ※ 4,519,958 ※ 3,990,369 

営業利益又は営業損失（△） △73,546 271,783 

営業外収益 

受取ロイヤリティー 16,995 27,634 

その他 32,865 32,801 

営業外収益合計 49,861 60,436 

営業外費用 

支払利息 57,295 39,967 

その他 12,402 11,892 

営業外費用合計 69,697 51,860 

経常利益又は経常損失（△） △93,382 280,359 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 5,380 

デリバティブ評価益 74,910 － 

その他 610 569 

特別利益合計 75,521 5,949 

特別損失 

減損損失 217,304 － 

投資有価証券評価損 － 41,599 

投資損失引当金繰入額 100,000 － 

店舗閉鎖損失 43,727 － 

その他 104,977 4,294 

特別損失合計 466,009 45,894 

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（△） 

△483,871 240,413 

法人税、住民税及び事業税 91,070 118,053 

法人税等調整額 5,195 △1,109 

法人税等合計 96,265 116,943 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,090 18,610 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △578,046 104,860 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,867,950 8,684,471 

売上原価 7,584,942 6,537,378 

売上総利益 2,283,007 2,147,092 

返品調整引当金戻入額 4,607 2,119 

差引売上総利益 2,287,615 2,149,212 

販売費及び一般管理費 ※ 2,217,112 ※ 2,007,636 

営業利益 70,502 141,575 

営業外収益 

受取ロイヤリティー 9,086 17,162 

その他 17,461 19,696 

営業外収益合計 26,547 36,859 

営業外費用 

支払利息 34,092 19,713 

その他 5,085 5,428 

営業外費用合計 39,177 25,142 

経常利益 57,872 153,292 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 141 － 

投資有価証券評価損戻入益 － 5,478 

その他 1 295 

特別利益合計 142 5,773 

特別損失 

減損損失 208,916 － 

固定資産除却損 － 944 

その他 46,661 198 

特別損失合計 255,577 1,142 

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（△） 

△197,561 157,923 

法人税、住民税及び事業税 46,714 73,897 

法人税等調整額 7,868 2,986 

法人税等合計 54,583 76,883 

少数株主利益 27,167 33,318 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △279,312 47,720 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

△483,871 240,413 

減価償却費 84,526 59,843 

減損損失 217,304 － 

のれん償却額 110,063 64,436 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 68,809 4,326 

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,683 △1,988 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40 2,437 

受取利息及び受取配当金 △5,759 △3,943 

支払利息 57,295 39,967 

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） － 41,599 

投資損失引当金の増減額（△は減少） 100,000 － 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 22,473 △11,320 

売上債権の増減額（△は増加） 359,602 381,047 

たな卸資産の増減額（△は増加） 398,463 △198,173 

仕入債務の増減額（△は減少） △914,433 △906,740 

前渡金の増減額（△は増加） － △76,297 

未払消費税等の増減額（△は減少） － △98,654 

その他 64,805 △249,235 

小計 213,521 △712,281 

利息及び配当金の受取額 6,493 4,170 

利息の支払額 △65,562 △39,766 

法人税等の支払額 △125,294 △64,639 

法人税等の還付額 － 7,930 

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,159 △804,586 
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（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

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 △46,861 △170,068 

定期預金の払戻による収入 384,039 141,920 

固定資産の取得による支出 △52,952 △76,510 

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 △678 △49 

投資有価証券の売却による収入 － 17,166 

貸付けによる支出 △18,600 △61,470 

貸付金の回収による収入 21,908 21,973 

差入保証金の差入による支出 △117,754 △60,140 

差入保証金の回収による収入 － 73,766 

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 － 

事業譲渡前受金 459,203 － 

その他の支出 △6,309 △3,973 

その他の収入 29,599 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,179,788 △117,387 

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） △1,054,000 140,000 

長期借入れによる収入 － 200,000 

長期借入金の返済による支出 △125,190 △82,793 

社債の償還による支出 △467,850 △100,000 

株式の発行による収入 376,891 394,740 

連結子会社の自己株式取得による支出 △103,137 △57,376 

配当金の支払額 △214,929 － 

少数株主への配当金の支払額 △13,345 △49,345 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,601,560 445,226 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,112 △7,340 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △386,499 △484,088 

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 2,543,700 3,080,560 
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９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）を第１四

半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工

事契約から、当第２四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。  

 なお、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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

 (四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入

額」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四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２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は81千円であり

ます。

前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価

損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四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２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は3,510千円

であります。

 

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお

りました「投資有価証券評価損益」、「前渡金の増減額」及び「未払消費税等の増減額」は重要性が増したた

め、当第２四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２四半期連結累計期間の「営業活

動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損益」は3,510千円、「前渡金の増

減額」は△47,109千円、「未払消費税等の増減額」は20,948千円であります。

前第２四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「投資有価証券の売却による収入」及び「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２四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２四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「投資有価証券の売却による収入」は112千円、

「差入保証金の回収による収入」は29,407千円であります。

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

 (四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産除却損」は290千円であります。

― 26 ―



  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

①一般債権の貸倒見積高の算出方法

 当第２四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ため、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。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 573,230千円 ※ 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)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日)

 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 1,801,533千円

賞与引当金繰入額 119,261千円

退職給付費用 25,361千円

貸倒引当金繰入額 70,109千円
 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 1,689,789千円

賞与引当金繰入額 128,512千円

退職給付費用 19,516千円

貸倒引当金繰入額 5,708千円

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 889,135千円

賞与引当金繰入額 91,692千円

退職給付費用 12,594千円

貸倒引当金繰入額 21,494千円
 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 848,991千円

賞与引当金繰入額 90,042千円

退職給付費用 9,575千円

貸倒引当金繰入額 1,718千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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９月30日現在）

現金及び預金 2,845,077千円

長期預金 1,000,000千円

   計 3,845,077千円

預入期間が３か月超の定期預金 △1,301,377千円

現金及び現金同等物 2,543,700千円
 

※ 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９月30日現在）

現金及び預金 3,387,293千円

長期預金 200,000千円

   計 3,587,293千円

預入期間が３か月超の定期預金 △506,732千円

現金及び現金同等物 3,080,560千円
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当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結会計累計期間(自 平成21年４

月１日 至 平成21年９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 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計

期間末後となるもの 

 
  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

当社は、平成21年７月31日付で、株式会社ハローコミュニケーションズ、畔柳誠及び平﨑敏之から第

三者割当増資の払込みを受けております。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が

197,370千円、資本準備金が197,370千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が

1,158,428千円、資本剰余金が1,087,530千円となっております。 

  

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 109,490

株式の種類
当第２四半期
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２四半期

連結会計期間末残高 
(千円)

提出会社 ― ― 2,272

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 2,272

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 配当の原資

平成21年11月12日 
取締役会

普通株式 53,771 500 平成21年９月30日 平成21年11月13日 利益剰余金
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前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９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、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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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 

  
  

(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
3,394,303 811,489 366,554 5,295,603 9,867,950 ― 9,867,950

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,143 － 17,208 22,766 48,118 (48,118) ―

計 3,402,446 811,489 383,763 5,318,370 9,916,068 (48,118) 9,867,950

営業利益又は営業損失

（△）
339,186 △35,851 59,776 24,528 387,639 (317,137) 70,502

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

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
3,192,780 420,215 330,355 4,741,119 8,684,471 ─ 8,684,471

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,648 ─ 11,887 28,949 50,485 (50,485) ─

計 3,202,429 420,215 342,242 4,770,069 8,734,956 (50,485) 8,684,471

営業利益 195,614 17,981 65,567 30,361 309,524 （167,949) 141,575

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
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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、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２四

半期連結累計期間の売上総利益が、6,344千円増加し、営業利益が同額増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

  

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
6,821,240 1,609,935 772,953 10,534,078 19,738,208 ― 19,738,208

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
16,303 － 33,155 32,746 82,206 (82,206) ―

計 6,837,543 1,609,935 806,109 10,566,825 19,820,414 (82,206) 19,738,208

営業利益又は営業損失

（△）
282,864 △98,052 123,155 17,719 325,686 (399,232) △73,546

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

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
6,327,370 781,817 657,859 9,613,967 17,381,014 ─ 17,381,014

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
19,012 ─ 24,809 67,988 111,810 (111,810) ─

計 6,346,382 781,817 682,669 9,681,956 17,492,824 (111,810) 17,381,014

営業利益 433,079 28,350 112,159 62,439 636,029 (364,246) 271,783

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
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前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自  平成20

年４月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成

21年９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％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20

年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成

21年９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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 １．当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 
  

 ２．当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 
  

 
  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(ストック・オプション等関係)

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 1,977千円

平成21年８月20日取締役会決議
第６回ストック・オプション

平成21年８月20日取締役会決議 
第７回ストック・オプション

付与対象者の区分及び 
人数(名)

当社取締役 ７ 当社従業員 24

株式の種類及び付与数 
(株)

普通株式 2,000 普通株式 2,000

付与日 平成21年９月７日 平成21年９月７日

権利確定条件
付与日(平成21年９月７日)以降、権利確
定日(平成23年８月21日)まで継続して勤
務していること

付与日(平成21年９月７日)以降、権利確
定日(平成23年８月21日)まで継続して勤
務していること

対象勤務期間 平成21年９月７日から平成23年８月21日 平成21年９月７日から平成23年８月21日

権利行使期間 平成23年８月21日から平成28年８月20日 平成23年８月21日から平成28年８月20日

権利行使価格(円) 26,700 26,700

付与日における公正な 
評価単価(円)

10,555 10,555
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 １．１株当たり純資産額 

  

 
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

29,526円 20銭 31,323円 39銭

項目
当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円)        4,130,262 3,761,217

普通株式に係る純資産額(千円) 3,175,336 2,695,157

差額の主な内訳(千円)
 新株予約権

 少数株主持分

2,272

952,654

74

1,065,985

普通株式の発行済株式数(株) 109,490 87,990

普通株式の自己株式数(株) 1,947 1,947

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式数(株)

107,543 86,043
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 ２．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

第２四半期連結累計期間 

 
(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 

 
  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

 
１株当たり四半期純損失 7,786円 21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 1,123円 58銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

1,116円 88銭

項目

前第２四半期
連結累計期間

(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期
連結累計期間

(自 平成21年４月１日
至 平成21年９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)

△578,046 104,860

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失(△)(千円)

△578,046 104,860

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) 74,240 93,327

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)

― 560

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

―

(提出会社）
平成21年8月20日取締役会決議
第6回ストック・オプション 
 (新株予約権 2,000個) 
  普通株式  2,000株 
平成21年8月20日取締役会決議 
第7回ストック・オプション 
 (新株予約権 2,000個) 
  普通株式  2,000株 
  
 なお、これらの概要は「第4 提出
会社の状況、1 株式等の状況、(2)
新株予約権等の状況」に記載のとお
りであります。
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第２四半期連結会計期間 

 
(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 

 
  

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

 
１株当たり四半期純損失 3,636円 50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
潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

474円 68銭

469円 44銭

項目

前第２四半期
連結会計期間

(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期
連結会計期間

(自 平成21年７月１日
至 平成21年９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)

△279,312 47,720

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失(△)(千円)

△279,312 47,720

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) 76,808 100,532

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)

― 1,122

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

―

(提出会社)
平成21年8月20日取締役会決議
第6回ストック・オプション 
 (新株予約権 2,000個) 
  普通株式  2,000株 
平成21年8月20日取締役会決議 
第7回ストック・オプション 
 (新株予約権 2,000個) 
  普通株式  2,000株 
  
 なお、これらの概要は「第4 提出
会社の状況、1 株式等の状況、(2)
新株予約権等の状況」に記載のとお
りであります。
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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。 

  

平成21年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

①  配当金の総額                                 53,771千円 

②  １株当たりの金額                                  500円 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成21年11月13日 

 (注) 平成21年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

  

(重要な後発事象)

(リース取引関係)

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11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２
四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年
４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２
四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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９月29日開催の取締役会において、連結子会社である株

式会社オービーエム城東にて運営しているモバイル事業を譲渡することを決議し、平成20年10月１日付けで当該事

業を譲渡している。 
  

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。
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平成21年11月12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２
四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年
４月１日から平成21年９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９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び
第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。 
  
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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