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１．平成18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

　当社は、18年９月期より連結財務諸表を作成しているため、17年９月期の数値並びに対前期増減率については記載し

ておりません。

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業損失 経常損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 6,355 － △422 － △432 －

17年９月期 － － － － － －

当期純損失
１株当たり
当期純損失

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 △594 － △11,602 42 － － △63.5 △18.9 △6.8

17年９月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年９月期 0百万円 17年９月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月期 51,210株 17年９月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月期 2,809 809 28.8 15,076 14

17年９月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月期 53,676株 17年９月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月期 △566 △297 942 571

17年９月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 3社 （除外） －社 持分法（新規） 1社 （除外） －社

２．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 5,200 60 50

通期 11,100 200 160

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,980円84銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、レカム株式会社及び連結子会社３社と持分法適用関連会社１社で構成

されており、ビジネスホン、デジタル複合機（MFP：Multifunction Peripheral）※１等の情報通信機器のリース販売、

これらの設置工事や保守サービスの提供及び特定企業からの営業代行を主たる業務としております。更に、インターネッ

トサービス事業として、サーバーホスティングサービス、ホームページの作成や営業支援ツールソフトの月額利用サー

ビス等を提供しております。

  また、情報通信機器の販売においては、直営店、フランチャイズ加盟店、代理店、インターネットを活用したネット

通販という４とおりの販売チャネルを活用しております。

　そして更には情報通信機器の製造も手がける、製販一体型の企業集団となっております。

 事業系統図は次のとおりです。
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(注１)RET’S NETは当社の提供する独自のサーバーホスティングサービスの呼称です。

(注２)RET’S BIZは当社の提供する独自のポータルサービス事業の呼称です。 

(注３)SPR(Sales Process Revolution)は、ASP(Application Service Provider)方式による営業支援ソフトウェアの提供

　　　をするサービスです。

(注４) DMC(Document Management Center)：文章出力、コピー、製本等のサービスを行うビジネスサポートショップの呼

　　　称です。
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 関係会社の状況

会社名  住所 資本金又は出資金 主な事業内容
議決権の所有割合

（％）

   （連結子会社）

 株式会社コムズ
 東京都文京区 120,000 千円  情報通信機器販売 100

 株式会社ケーイーエス

 （注）
 東京都中央区 301,000 千円 

 情報通信機器製造及び

 販売
100

 大連賚卡睦通信設備有

 限公司

 中華人民共和国

 大連市
94,533 千円   ＤＭＣ事業 100

 （持分法適用会社）

 上海賚卡茂有限公司

 中華人民共和国

 上海市
784,000 人民元  ＦＣコンサルティング 49

 （注）特定子会社に該当しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループの経営理念は、経営目標を示した「企業理念」と、企業理念実現のための経営の基本方針である「社

是」の２つで構成されております。

　「企業理念」については、共通のポリシーが顧客満足を追及したサービスの提供や事業展開によって社会貢献する

ことであります。そのような理念の実現を目指し従業員が成長していくことが、ひいては会社の成長に繋がると考え

ております。また、「社是」については企業理念を実現するための事業活動における行動指針ともいうべきものです。

これらを標榜した積極的な自己実現と徹底的な実力主義が、積極的でチャレンジ精神を持って従業員が業務に取り組

む事のできる企業風土を形成することにつながると考えております。

企業理念

私たちは、お客様にとって最適の情報通信システムの構築をすることにより社会に貢献します。

私たちは、お客様にとって最大限の経費削減のお手伝いをすることにより社会に貢献します。

私たちは、お客様に迅速かつ安心して頂ける保守サービスの提供をすることにより社会に貢献します。

私たちは、私達自身が人間として成長することにより社会に貢献します。

社是　ＲＥＣＯＭＭ（Ｒｅａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）

「Ｒ」　Ｒｅａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｒｕｌｅ（実力主義）

「Ｅ」　Ｅｎｔｅｒｐｒｒｉｓｉｎｇ（積極思考）

「Ｃ」　Ｃｈａｌｌａｎｇｅ（挑戦）

「Ｏ」　Ｏｐｅｎ（オープン経営）

「Ｍ」　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（全員経営）

「Ｍ」　Ｍｉｎｄ（心）

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への利益配分を経営の最重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては連結配当性

向30％を基準とし、実績に連動した配当を基本方針としております。又、内部留保資金につきましては、健全な株主

資本と有利子負債とのバランスを配慮し、適正な内部留保資金を確保してまいります。

(3）目標とする経営指標

　当社は、株主重視の経営という観点から株主資本比率50％超の維持、株主資本利益率（ＲＯＥ）20％、並びに経常

利益率７％の達成を経営目標としております。

(4）中長期的な経営戦略

　当社グループの現在の中長期的な経営戦略は以下の通りです。

①　グループ経営体制の強化

　　当社グループは、情報通信関連分野において顧客に「ワンストップサービス」を提供する、「情報通信の総合窓

口企業グループ」であるとともに、営業にかかわるあらゆる問題解決を提供する「セールスソリューションプロバ

イダーとしてＮＯ．１企業グループを目指す」ことを今後の新たなミッションとして掲げております。

　その実現のためには、事業多角化とスピード経営の両立が必要不可欠であるともに、従業員の多様化にも対応し

た人事報酬制度の構築、運用が非常に重要であります。

　これらの課題を解決するためにグループ経営体制を確立し、その拡大及び強化を推進してまいります。

②　情報通信機器事業における販売チャネルの多様化推進

　当社グループの主力事業である情報通信機器販売事業におきましては、益々競争が激化しているとともに、その

環境変化のスピードが大変速い業界であります。また、顧客側のニーズも益々多様化しております。その中で今後

も主力事業として拡大、成長をし続けていくためには、販売チャネルの多様化が重要な戦略であると考えておりま

す。

　現在、当社グループでは、直営店・フランチャイズ加盟店・代理店、及びインターネットを活用した通信販売と

４つの販売チャネルを持っておりますが、今後も販売チャネルの多様化を推進し、新規顧客の増加と既存顧客への

ワンストップサービスの実現を図ってまいります。
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③　セールスソリューション事業の推進

　　セールスソリューションプロバイダーの実現のために、現在の情報通信機器販売事業に加え、当社が顧客の代わ

りに営業活動を行う「営業代行」、顧客の「営業力」の構築をコンサルティングする「営業コンサルティング事

業」を確立し、事業の多角化をすすめ、利益の増大と安定を図ります。

(5）会社の対処すべき課題

①　人材の採用・育成

　情報通信機器販売事業を主力事業とし、今後の企業ミッションとして、顧客に対して営業にかかわるあらゆる問

題解決を提供する「セールスソリューションプロバイダー」事業の確立を目指す当社にとって、最大の経営資源は

人材であり、その採用、育成は最重要課題であります。その中でも営業社員においては、設立以来教育、育成に取

り組んでおりますが、未だ生産性、成長性、効率性において競争優位性を確立するには至っておりません。今後も

最重要課題として人材の採用、育成に取り組んでまいります。 

②　取扱商品の拡充

　当社は中小規模法人をを中心に「ビジネスホン」、「ＭＦＰ」を主力商品として販売しておりますが、顧客のＩ

Ｔ環境においては年々そのニーズが多様化しているとともに、ブロードバンドを核に端末機器においては融合化が

進んでおります。このような顧客動向に対応して当社も端末機器、インフラ、コンテンツをワンストップで提供で

きるよう取扱商品の拡充に努めてまいります。

③　情報通信機器製造事業

　当社は３月３１日付にて株式会社ケーイーエスを連結子会社とし、当社グループの新たな事業として情報通信機

器製造事業を開始いたしました。今後は製販一体化による当社グループの競争力の増大と利益の拡大を見込んでお

ります。しかし、国内の情報通信機器製造事業は大変厳しい環境に置かれており、当事業も過去数年は営業赤字が

続いております。今後はより一層の生産効率の向上、製造原価の低減と同時に新たなＯＥＭ先の開拓に注力し、当

事業の収益改善に取り組んでまいります。

④　グループ経営管理体制の確立

　当社はグループ経営の推進を中期的な成長戦略の柱と位置づけ、当会計年度より積極的にＭ＆Ａを行っておりま

す。その結果、平成１８年１０月現在で、国内外合わせて連結子会社４社、持分法適用関連会社１社の企業グルー

プを形成しております。今後はこれらグループ企業に対する経営管理体制を確立し、事業規模及び利益の拡大に努

めてまいります。 

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、経営責任を適切且つ公正に遂行するため、たえず経営管理制度と組織の仕組みの見直しと改善に努めて

おり、その一環として、経営の意思決定の迅速化と業務執行の責任の明確化を図るため、平成13年12月に執行役員

制度を導入しております。また、経営状況を多角的に検証すべく社外取締役の選任並びに経営陣に対する監視及び

監査体制強化の観点から監査役の社外からの登用を行い、より一層の経営の透明性と監視機能を高めております。

　法令遵守につきましては、必要に応じ、社外の専門家（弁護士、公認会計士等）に確認し、経営の法律面からの

チェック機能が働くようにしております。

　また、月次業績の公表など、迅速な情報開示に努めており、財務情報・企業情報のほか、ニュースリリースをホー

ムページを通じて行うなど、適時、広範な情報開示に努めております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　経営上の意思決定、執行および監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　取締役の業務報告は、毎月1回開催の取締役会において、担当取締役より実施されており、会社の重要事項に対し

ては、定款、社内規程に基づき、取締役会の決議により決定されております。

　企業の事業計画に対しては執行役員会にてその進捗状況及びその対策施策が報告検討されており、新規事業への

進出や新規商材の選定等も、執行役員会にて委細検討を経て、会社重要事項の決定案件として取締役会に上程して

おります。
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②　内部監査および監査役監査、会計監査の状況　

 　　内部監査につきましては、社長直轄の部門として内部監査室を設置し、監査役と連携して全部門の業務執行の監

査を定期的に実施し、内部統制機能の向上を図っております。

　監査役監査につきましては、常勤監査役が中心となり取締役会のほか執行役員会にはすべて出席し、経営及び業

務全般の状況を把握するとともに、各種重要書類の閲覧や調査を行うことで、経営及び取締役の職務執行を充分に

監視できる体制となっております。

　会計監査については新日本監査法人を選任しております。監査業務が期末に偏ることなく、会計期間を通じて監

査を実施できるように適時に会計資料およびコンピュータデータを提供し、適切かつ効率的な監査に必要な環境を

整備しております。

　監査役および会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うこ

とで相互の連携を高めております。

 ③　社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要　　

 　　当社の取締役６名のうち２名が社外取締役であります。

 　　２名の社外取締役のうち１名は当社取引先の代表取締役を兼務しておりますが、１名は当社との利害関係はあり

ません。それぞれの立場から当社の経営に参加し、極めて重要な助言または監視機能の役割を担っております。

　　　監査役につきましては、３名（常勤１名、非常勤２名）であり、その全てが就任前に当社の役員又は使用人になっ

たことのない者であります。監査機関として、より客観的な機能を果たしております。監査役につきましては、当

社との利害関係はありません。　

　④　リスク管理体制の整備の状況　　

　　　内部情報の管理責任者として、情報開示担当者（役員）を定めております。役職員は、重要事実が発生した場合、

速やかに情報開示担当者に報告するとともに、情報の社内外へ漏洩防止に努め、「業務等に関する重要事実」に該

当すると判断された情報について、適切な時期および方法により公表いたします。

　⑤　インサイダー取引防止策　

　　　当社は「内部情報管理規程」を制定し、内部情報の管理及び役職員の自社株式等の売買に関する行動基準を定め、

主要規程の説明会の開催等の機会において、その内容の周知徹底を図ることにより役職員のインサイダー取引の未

然防止に努めております。　

　⑥　役員報酬の内容　　

　　　当社の社内取締役、社外取締役および監査役に対する報酬は、役員報酬規程に基づき決定しております。また当

規程においては、他の業界および取引関連業界、および企業規模等かつ、業績を考慮し、毎期見直しております。

　

　⑦　監査報酬の内容　

　　　当社が新日本監査法人と締結した監査契約に基づく監査証明に係る報酬は、年額3,200万円であります。

　上記以外の報酬はありません。

　⑧　会社と社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要　　

　　　社外取締役：６名の取締役のうち２名が社外取締役であり、うち１名が代表を兼務する会社との営業取引があり

ますが、それ以外の利害関係はありません。

　　　社外監査役：人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　⑨　業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人および継続監査年数

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数（注）

指定社員　業務執行社員　渡邉　秀俊 新日本監査法人 －

　指定社員　業務執行社員　志村　さやか 新日本監査法人 －

　　　　　（注）継続監査年数につきましては、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　　　監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士お

よび会計士補を主たる構成員とし、その他の補助者も加えて構成されております。

　⑩　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　　　社内の内部者取引防止委員会を「社内情報管理委員会」に改組し、事故防止に向けた体制を整備するとともに、

社内の情報管理体制の強化を図りました。

　また、会社法及び会社法施行規則に基づき、平成18年５月開催の取締役会にて業務の適正を確保するための体制

に係る基本方針を承認決議し、今後基本方針に基づき必要な制度を整備し施策を実施し報告してまいります。
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(7）親会社等に関する事項　　

　　該当事項はありません。
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３．経営成績
(1）経営成績

  　　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益及び設備投資の拡大が継続すると共に、雇用及び所得環境の改

善により個人消費も堅調に推移し、緩やかながらも順調な景気回復が続いているものと思われます。その一方で当

社が属する情報通信関連業界におきましては、光ファイバーを利用したブロードバンドサービスの導入が当社の主

要顧客である中小企業においても主流となり、それに伴う関連機器導入需要が喚起される反面、個人事業主を中心

とした悪質な電話機リース訪問販売業者が社会問題化し、業界全体への不信感が増大する状況となりました。

　　　このような状況のなか、当社グループは中小企業を対象として情報通信インフラの「ワンストップサービス」を

提供し、顧客の利益拡大への貢献をミッションとして取り組んでまいりました。さらに中期経営目標の実現に向け、

積極的にＭ＆Ａに取り組んだことにより、当連結会計年度末においては連結子会社３社、持分法適用関連会社１社

で構成される企業グループとなりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は6,355百万円、営業損失は422百

万円、経常損失は432百万円、当期純損失は594百万円となりました。

　（セグメント別売上高）

　　　情報通信機器販売事業におきましては、前述の電話機リース販売問題に対する厳しい業界環境を受け、ビジネス

ホン販売に関しては、新規開拓中心から顧客に対してのリプレイス営業に販売戦略を転換しました。また、商品戦

略に関しては、高単価であるカラーＭＦＰの販売に注力をしました。以上の結果、情報通信機器販売事業における

売上高は5,340百万円となりました。

  　　情報通信機器製造事業におきましては、平成18年３月より連結子会社化した株式会社ケーイーエスを通じて当連

結会計年度より同事業に参入いたしました。その結果、情報通信機器製造事業における売上高は661百万円となりま

した。

　　　営業代行事業におきましては、上半期は比較的順調に推移いたしましたが、主力のマイラインサービス取次業務

が平成18年4月に事業譲渡により打ち切られたため、下半期は大幅な売上の減少を余儀なくされました。以上の結果、

営業代行事業における売上高は243百万円となりました。

　当連結会計期間における事業別、販売品目別、販売形態別の売上高は以下のとおりであります。

事業部門

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

売上高 構成比（％)

情報通信機

器販売事業

ビジネスホン　（千円） 2,707,556 42.6

ＭＦＰ※　　　（千円） 1,180,238 18.6

その他ＯＡ機器（千円) 1,452,414 22.9

　　　　　　    計 　　　（千円） 5,340,207 84.1

 情報通信機器製造事業　　 （千円） 661,148 10.4

 営業代行事業　　　       （千円） 243,937 3.8

 その他事業               （千円） 110,510 1.7

               合計       （千円） 6,355,802 100.0

　　（注）上記の金額に消費税等は、含まれておりません。

※デジタル複合機（ＭＦＰ：Multifunction Peripheral）：コピー・ファクシミリとプリンター・スキャナ等のパー

ソナルコンピュータ周辺装置を統合した複合機器のことであります。
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  情報通信機器販売事業の販売形態別売上高の内訳につきましては、以下のとおりであります。

販売形態別

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

売上高（千円)
構成比（％)

期末店舗数（店)

 直営店
1,482,486 27.8

9 17.3

 加盟店
2,562,600 48.0

37 71.2

 代理店
870,403 16.3

5 9.6

 ネット通販
424,719 7.9

1 1.9

　　（注）上記の金額に消費税等は、含まれておりません。

(2）財政状態

資産・負債・資本の状況

（資産）

 　　　 当連結会計年度末の流動資産は2,131百万円、固定資産は1,085百万円となりました。

 　 （負債）

 　　　 当連結会計年度末の流動負債は1,630百万円、固定負債は370百万円となりました。

 　 （純資産）

 　　　 当連結会計年度末の純資産は809百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、571百万円となりました。

　なお、当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果使用した資金は、566百万円となりました。これは主に営業損失によるものです。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は、297百万円となりました。これは主に連結子会社取得のための投資であります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果得られた資金は942百万円となりました。これは主に平成18年3月に実施した第三者割当増資と

長期借入によるものです。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 
第13期

平成18年９月期

 自己資本比率（％） 28.8

 時価ベースの自己資本比率（％） 63.0

 債務償還年数（年） －

 インスタント・カバレッジ・レシオ －

　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

 　（注）営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載

しておりません。
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(3）今後の見通し

　平成19年9月期におきましては、主力事業である情報通信機器販売にグループの営業資源を集中させ、直営店、フラ

ンチャイズ加盟店、代理店、ネット通販、それぞれの販売チャネルの売上高の増加及び収益率の向上に取り組むとと

もに、情報通信機器製造事業におきましては、新たなＯＥＭ先の確保に努め、業容の拡大と同時に生産計画の安定を

図ります。また、中期的な成長戦略としましては、製販一体のオリジナルブランド商品の企画、開発に取り組んでま

いります。このような事業展開のもと、平成19年９月期の業績につきましては、売上高11,100百万円(前年同期比

174.6%)、経常利益200百万円（前年同期は432百万円の経常損失）、当期純利益160百万円（前年同期は594百万円の当

期純損失）を予想しております。 

(4)事業等のリスク

 当社グループの経営成績及び財務状態の業績に影響を与える可能性のあるリスクについては、以下のものがあります。

①　フランチャイズ展開について

　当社グループが推進する無店舗型フランチャイズシステム※１は、販売手法、行動管理等の均一化を図る事が難　

　しいシステムであります。当社では、スーパーバイザーによる定期訪問指導、教育研修、経営指導等を通じ加盟店

企業の経営スキル向上に努めておりますが、これら施策の効果が充分に得られない場合、当社グループの事業拡大に

支障をきたす可能性があります。

 ※１．無店舗型フランチャイズシステム：販売店舗による店頭販売ではなく営業員組織による訪問販売を主体とする

フランチャイズで、当社の事業展開の根幹をなすものであります。

②　直営店の運営について

　当社直営店は、加盟店企業に提供する営業ノウハウの開発や安定的収益の確保等、重要な機能を担っております。

また、フランチャイズへの加盟を希望する当社の営業社員に対する独立支援、新規加盟店企業への教育指導をする機

能も持ち合わせております。

　しかし、これらの機能を担う直営店の営業管理職及び営業社員の育成、教育が計画どおり進まなかった場合、当社

グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　重要な子会社の業績動向について 

  当社グループは、当社が事業持株会社として存在し、その傘下に連結子会社３社、持分法適用関連会社１社で構成

されております。この傘下企業のうち、株式会社ケーイーエスは従業員数で当社グループ全体の45.1％、売上高で当

社グループ全体の24.0％を占めております。(同社が当社の連結子会社となった平成18年４月以降の当社グループ全体

に占める売上高比率は39.8％）

従って、同社の事業または経営状態が悪化した場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　特定取引先への販売依存度が高いことについて

　当社グループの主力事業である情報通信機器販売事業においては、主にリース契約を利用した販売を行っているこ

とから、リース会社に対する販売依存度が高くなっております。販売先上位３社に対する販売依存度は、当連結会計

年度の情報通信機器販売事業においてオリックス株式会社48.1％、三洋電機クレジット株式会社31.0％、及びＮＴＴ

ファイナンス株式会社7.3％となっております。

　当社としましては、取引条件を有利にするため少数のリース会社と提携契約を締結し、安定的な取引を行っており

ますが、それらの提携契約につき契約解除もしくは更新拒絶がなされた場合、また、取引条件の見直しや何らかの理

由により提携契約関係を維持できなくなった場合には、その他のリース会社と同様の取引条件で契約できる保証はな

いため、当社の事業運営に支障をきたし、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社との取引について

　当社グループは、情報通信機器の販売を行うにあたっては、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社と

の販売店契約によってＮＴＴブランドを利用して販売を行っております。

両社との販売店契約に基づく取引関係は安定していると考えておりますが、両社が無条件で販売店契約の更新を拒絶

することができる条項があります。従って、当社、加盟店企業及び代理店企業社員による契約違反行為が発生した場

合には両社との販売店契約を解除される可能性があります。このように、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電

話株式会社との販売店契約は、永続的な契約関係が保証されているものではありません。

一方、連結子会社である株式会社ケーイーエスにおいては通信機器製造事業を行っておりますが、同事業においては

両社ブランド商品の製造が同事業の売上高の80.0％を占めております。

これらのように当社グループにとって両社との取引関係は大変重要なものであり、両社との取引関係が何らかの要因

で悪化した場合、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑥　特定商品の販売手法について

　当社グループは、主力商品であるＭＦＰについて独自の定額保守サービス付きの販売を行っておりますが、この販

売手法を継続するためには取引先である京セラミタジャパン株式会社との契約が不可欠であります。当該取引先とは

取引基本契約を締結し、安定的な取引を行っておりますが、この取引基本契約につき当該取引先からの解除もしくは

契約更新拒絶がなされた場合、または取引条件の見直しや何らかの理由により契約が継続できなくなった場合、代替

的な他のＭＦＰメーカーと同様の契約が締結できる保証はありません。従って、上記のような事態が生じた場合、当

社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦　人材の確保について

　当社グループは、グループ経営の推進を中期的な成長戦略の柱と位置づけ、当連結会計年度より積極的にＭ＆Ａを

行っております。それに伴い今後も子会社、従業員の増加を計画しておりますが、グループ経営管理体制の確立に必

要な経営幹部層、従業員の確保が計画どおり行えなかった場合には、経営管理機能が十分に働かなくなる可能性があ

ります。そのような場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧　新株予約権について

  当社は、当社及び連結子会社及びフランチャイズ加盟店企業の役員及び従業員に対し、業績向上に対する意欲や士

気を喚起することを目的として、新株予約権を発行しております。これは、旧商法の規定に基づき、対象とする役職

員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行しているものであります。また、今後も上記目的のもとに対象と

なる役職員に対して新株予約権の付与を行う方針でありますが、これらの新株予約権の付与並びにすでに発行済みの

新株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑨　減損会計の導入について

　当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」）及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号平成15年10月31日）の適用に伴い、

平成18年９月期より減損会計を導入しておりますが、今後の事業環境の変化により当社グループにおける固定資産で

減損損失が認識される可能性があり、その場合当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 ※１  686,414  

２．受取手形及び売掛金   824,242  

３．たな卸資産   480,498  

４．前払費用   28,526  

５．未収入金   61,899  

６．未収還付法人税等   31,562  

７．その他   29,499  

貸倒引当金   △10,733  

流動資産合計   2,131,909 75.9

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  10,875   

減価償却累計額  △2,313 8,562  

(2）車両及び運搬具  1,964   

減価償却累計額  △1,339 625  

(3）工具器具備品  79,080   

減価償却累計額  △27,553 51,527  

有形固定資産合計   60,715 2.1

２．無形固定資産     

(1）のれん   251,557  

(2）ソフトウエア   188,849  

(3）電話加入権   3,543  

無形固定資産合計   443,951 15.8
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当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）長期貸付金  10,810   

(2）敷金  91,516   

(3）保証金  56,464   

(4）その他  14,492   

貸倒引当金  △319   

投資その他の資産合計   172,964 6.2

固定資産合計   1,085,115 24.1

資産合計   2,809,540 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金 ※１  796,485  

２．１年以内返済予定
　長期借入金

  233,856  

３．未払金   112,486  

４．未払費用   169,289  

５．未払法人税等   6,858  

６．預り金   246,911  

７．未払消費税等   2,049  

８．製品保証引当金   8,237  

９．その他   53,854  

流動負債合計   1,630,028 58.0
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当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   368,614  

２．長期預り金   1,300  

３．その他   371  

固定負債合計   370,285 13.2

負債合計   2,000,313 71.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   545,250 19.4

２．資本剰余金   513,882 18.3

３．利益剰余金   △261,056 △9.3

株主資本合計   798,075 28.4

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．為替換算調整勘定   11,151 0.4

評価・換算差額等合計   11,151 0.4

純資産合計   809,226 28.8

負債純資産合計   2,809,540 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,355,802 100.0

Ⅱ　売上原価  ※３  4,626,878 72.8

売上総利益   1,728,924 27.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費
 ※１ 
 ※２

 2,130,838 33.5

営業損失   422,766 △6.7

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  650   

２．受取手数料  988   

３．保険解約返戻金  143   

４．法人税等還付加算金  781   

５．その他  201 2,764 0.0

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  3,029   

２．株式交付費  3,723   

３．為替差損  5,543   

４．持分法による投資損失  8   

５．その他  285 12,590 0.1

経常損失   432,591 △6.8

Ⅵ　特別損失     

１．関係会社買収手数料  88,164   

２．固定資産除却損  ※４ 32,091   

３．本社移転費用  6,470   

４．損害賠償金  8,070   

５．仲介手数料  2,500 137,296 2.1

税金等調整前当期純損失   569,888 △8.9

法人税、住民税及び事業
税

 11,295   

法人税等調整額  12,976 24,271 0.4

当期純損失   594,159 △9.3
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金  資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
352,100 320,732 382,801 1,055,633

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 193,150 193,150  386,300

剰余金の配当（千円）(注)   △43,808 △43,808

役員賞与（千円）(注)   △5,890 △5,890

当期純損失（千円）   △594,159 △594,159

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）

    

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
193,150 193,150 △643,858 △257,558

平成18年９月30日　残高

（千円）
545,250 513,882 △261,056 798,075

評価・換算差額等
純資産合計

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
6,366 6,366 1,062,000

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円）   386,300

剰余金の配当（千円）(注)   △43,808

役員賞与（千円）(注)   △5,890

当期純損失（千円）   △594,159

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）

4,784 4,784 4,784

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
4,784 4,784 △252,774

平成18年９月30日　残高

（千円）
11,151 11,151 809,226

  (注) 平成17年12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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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前当期純損失
（△）

 △569,888

減価償却費  58,772

のれん償却額  21,351

権利金償却  2,945

貸倒引当金の増加額（△
減少額） 

 1,480

受取利息  △618

持分法による投資利益  8

支払利息  3,029

株式交付費  3,723

関係会社買収手数料  88,164

固定資産除却損  32,091

本社移転費用  6,470

仲介手数料  2,500

損害賠償金  8,070

売上債権の減少額（△増
加額）

 3,266

たな卸資産の減少額（△
増加額）

 △124,352

その他流動資産の減少額
（△増加額） 

 567

保証金の減少額（△増加
額）

 △1,882

仕入債務の増加額（△減
少額）

 177,690

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 △10,497

その他流動負債の増加額
（△減少額）

 △157,430

その他固定負債の増加額
（△減少額） 

 △1,978

役員賞与の支払額  △5,890

その他  △2,457

小計  △464,863
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当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

利息及び配当金の受取額  589

利息の支払額  △3,323

損害賠償金の支払額  △7,470

法人税等の支払額  △91,906

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △566,974

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

定期預金の払戻による収
入

 60,000

貸付による支出  △2,500

貸付金の回収による収入  10,475

新規連結子会社の取得に
よる支出

※２ △296,536

本社移転による支出  6,470

有形固定資産の取得によ
る支出

 △15,944

無形固定資産の取得によ
る支出

 △30,366

有形固定資産の売却によ
る収入

 543

敷金等の増減額  △14,217

その他  △2,500

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △297,515
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当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入れによる収入  700,000

長期借入金の返済による
支出

 △97,530

株式の発行による収入  382,576

配当金の支払額  △43,012

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 942,033

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 1,693

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 79,237

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 492,177

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 571,414
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　3社

　連結子会社名

　　株式会社コムズ

　　株式会社ケーイーエス

　　大連賚卡睦通信設備有限公司 

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

　会社名

　　上海賚卡茂有限公司

(2)上海賚卡茂有限公司については、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる

会社は次のとおりであります。

 　 会社名　　　　　　　　　　　決算日

大連賚卡睦通信設備有限公司　12月31日

  連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

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

　たな卸資産

　　商品、製品、仕掛品及び原材料

　　　移動平均法による低価法を採用し

　　ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

　　当社及び国内連結子会社は、定率法を、

また、在外連結子会社は、主として定額

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。　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　イ 建物附属設備

　　　　15年

　　　ロ 車両運搬具

　　　　６年

　　　ハ 工具器具備品

　　　　５年～８年 

  ② 無形固定資産

 　　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。

  ③ 長期前払費用

 　　少額固定資産（10万円以上20万円未

満）については、均等償却（３年）をし

ております。

 (3）繰延資産の処理方法

 　 株式交付費は、支出時に全額費用とし

て処理しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 (4）重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

    売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

　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検討

　し、回収不能見込額を計上しておりま

　す。

  ② 製品保証引当金

     株式会社ケーイーエスは、製品のアフ

ターサービスの支払いに備えるため、過

去の実績に基づき計上しております。

 (5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

　通貨への換算の基準

     在外連結子会社の資産、負債、収益及

び費用は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めておりま

す。

 (6）重要なリース取引の処理方法

     当社及び国内連結子会社は、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。

 (7）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

     消費税等の会計処理

     消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

５．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、８年間

の均等償却をしております。 

６．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か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。
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追加情報

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　（固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益の影響はありません。

 　（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809,226千円で

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。

－ 22 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

※１．担保資産及び担保付債務

      担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 115,000千円

      担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 50,073千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 850,535千

円

福利厚生費 109,394 

旅費交通費 101,971 

広告費 40,742 

通信費 52,634 

賃借料 134,855 

業務委託費 117,006 

研究開発費 279,477 

貸倒引当金繰入額 8,685 

減価償却費 52,086 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 279,477千円
 

※３．売上原価には、次のものが含まれております。

商品評価損 12,936千円
 

※４．固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物附属設備 4,468千

円

工具器具備品 27,623 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末株
式数

発行済株式

普通株式 48,676株 5,000株  －株  53,676株

 （注）発行済株式数の増加は、第三者割当増資により、5,000株の新株発行（払込期日：平成18年３月30日）を実施した

ことによる増加分であります。

２．自己株式の数に関する事項

 　該当事項はありません。

３．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額等

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17年12月17日

定時株主総会
普通株式 43,808 900 平成17年９月30日 平成17年12月17日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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18年12月16日

定時株主総会
普通株式 29,521  利益剰余金 550 平成18年９月30日 平成18年12月18日

　４．当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

 平成12年３月21日臨時株主総会決議分 平成12年12月８日定時株主総会決議分

 目的となる株式の種類 普通株式 普通株式  

 目的となる株式の数 　　　　　　　　　　276株 　　　　　　　　　120株 

 新株予約権の残高 　　　　　　　　　　276個 　　　　　　　　　120個 

 （注）１．権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

 　　　２．平成15年２月１日付をもって、１株を３株に株式分割及び平成16年10月20日をもって、１株を４株に株式分割

しております。これに伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が修正されましたが、上記表の記載

内容は当該修正を反映済みであります。

 　　　３．新株予約権の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※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

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 686,414千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

△115,000 

現金及び現金同等物 571,414 

※２．株式の取得により新たに連結会社となった会社の資

産及び負債の主な内容

 　 株式の取得により新たにコムズ社を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにコムズ社株式

の取得価額とコムズ社取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。

流動資産 161,783千円

固定資産 40,318 

のれん 64,721 

流動負債 △41,587 

コムズ社株式の取得価額 225,236 

コムズ社現金及び現金同等物 △94,291 

関係会社買収手数料 30,500 

差引：コムズ社取得のための支出 161,444 

 　 株式の取得により新たにＫＥＳ社を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにＫＥＳ社株式

の取得価額とＫＥＳ社取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。

流動資産 948,049千円

固定資産 81,206 

のれん 204,188 

流動負債 △709,068 

ＫＥＳ社株式の取得価額 524,375 

ＫＥＳ社現金及び現金同等物 △446,948 

関係会社買収手数料 57,664 

差引：ＫＥＳ社取得のための支出 135,092 
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①　リース取引

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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）

期末残高相
当額
（千円）

建物附属設備 7,993 1,065 6,927

工具器具備品 24,568 5,817 18,751

長期前払費用 919 746 172

合計 33,481 7,630 25,850

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,282千円

１年超 19,941千円

合計 26,223千円

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 4,838千円

減価償却費相当額 4,465千円

支払利息相当額 568千円

４．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。  

５．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。 

  （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

当連結会計年度（平成18年９月30日現在）

  該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

  当社グループでは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要 

 　　　　　 当社グループのうち、一部の連結子会社につきましては、確定拠出型年金制度を採用しております。当連結

会計年度の確定拠出型年金への掛金支払額は、退職給付費用に計上しております。

 　　　 ２．退職給付費用に関する事項

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用（千円）  

確定拠出型年金制度に係る拠出額 9,088
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⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 　　　　平成15年２月１日付をもって、１株を３株に株式分割及び平成16年10月20日をもって、１株を４株に株式分割

しております。これに伴い、株式の数、払込金額が修正されましたが、下記表の記載内容は当該修正を反映済み

であります。

(1）ストック・オプションの内容

新株引受権
平成12年３月21日

臨時株主総会決議

新株引受権
平成12年12月８日

 定時株主総会決議

新株予約権
平成16年12月18日

 定時株主総会決議

新株予約権 
 平成17年12月17日

 定時株主総会決議

付与対象者の区分及び数

取締役　　　　３名

 従業員　　　　18名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員　　　　10名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社取締役　　５名

 当社監査役　　１名

 当社従業員　　77名

 子会社取締役　１名

 子会社従業員　４名

 ＦＣ加盟店法人７社

 ＦＣ加盟店取締役　８

名

 ＦＣ加盟店従業員　18

名

 営業委託個人事業主１

名

当社取締役　　６名 

 当社監査役　　３名

 当社従業員　　86名

 子会社取締役　２名

 子会社従業員　７名

 ＦＣ加盟店法人８社

 ＦＣ加盟店取締役　26

名

 ＦＣ加盟店従業員

 27名

 

 

ストック・オプション数 普通株式   696株 普通株式　 216株 普通株式 1,035株  普通株式 1,199株

付与日 平成12年３月21日 平成12年12月８日 平成16年12月18日 平成17年12月17日

権利確定条件

権利確定日において

も付与対象者の地位

にあることを要する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職

等その他の正当な理

由がある場合を除

く。 

 同左  同左  同左

対象勤務期間
自 平成12年３月21日

至 平成15年３月21日

自 平成12年12月８日

 至 平成15年12月８日

自 平成16年12月18日

 至 平成18年12月18日

自 平成17年12月17日

 至 平成19年12月17日

権利行使期間
 自 平成15年３月22日

 至 平成22年３月21日

 自 平成15年12月９日

 至 平成22年12月８日

 自 平成18年12月19日

 至 平成23年12月18日

 自 平成19年12月18日

 至 平成24年12月17日
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 新株引受権
平成12年３月21日 

 臨時株主総会決議

新株引受権 
平成12年12月８日 

 定時株主総会決議

新株予約権 
平成16年12月18日 

 定時株主総会決議

新株予約権 
平成17年12月17日 

 定時株主総会決議

権利確定前　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 － － 923 －

付与 － － － 1,199

失効 － － 126 131

権利確定 － － － －

未確定残 － － 797 1,068

権利確定後　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 288 120 － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 12 － － －

未行使残 276 120 － －

②　単価情報

 新株引受権
 平成12年３月21日

 臨時株主総会決議

 新株引受権
平成12年12月８日 

 定時株主総会決議

 新株予約権
 平成16年12月18日

 定時株主総会決議

新株予約権 
 平成17年12月17日

 定時株主総会決議

権利行使価格　　　　　　（円） 66,667 66,667 86,216 94,747

行使時平均株価　　　　　（円） 194,815 194,815 － －

公正な評価単価（付与日）（注） － － － －

（注）会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。
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⑥　税効果会計

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 4,374千円

製品保証引当金 3,352 

商品評価損 5,264 

工具器具備品償却超過額 4,304 

ソフトウェア償却超過額 1,143 

支払手数料 35,874 

損害賠償金 224 

税務上の繰越欠損金 160,662 

繰延税金資産小計 215,217千円

 評価性引当金 △215,217

繰延税金資産の純額 －　千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税引前当期純損失を計上している

ため記載しておりません。
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 

情報通信
機器販売
事業
（千円）

情報通信
機器製造
事業　

 （千円）

営業代行
事業

 （千円）

 その他
　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 5,340,207 661,148 243,937 110,510 6,355,802 － 6,355,802

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
75,921 － － 36,838 112,759 △112,759 －

計 5,416,128 661,148 243,937 147,348 6,468,561 △112,759 6,355,802

営業費用 5,108,777 892,325 303,560 174,767 6,479,429 299,139 6,778,568

営業利益（又は営業損失

(△))
307,351 △231,177 △59,623 △27,419 △10,868 △411,898 △422,766

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商材

事業区分 主要商材

 情報通信機器販売事業  ビジネスホン、ＭＦＰ、その他ＯＡ機器

 情報通信機器製造事業  ビジネスホン端末の製造

 営業代行事業  各種回線取次ぎ、その他営業受託

 その他事業  RET’S NET、RET’S BIZ、SPR、DMC事業(大連)等

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　
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⑧　関連当事者との取引

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 　　　 　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

株式会社

インフォ

ニックス

愛知県

名古屋市
225,000

通信サー

ビス・ビ

リング

サービス

提供

－
兼任

１名

当社販

売商品

の仕入 

当社販売商

品の仕入 
16,076 買掛金 1,194

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般の取引先と同様に両社間の交渉により決定しており、支払条件

も一般の取引先と同様であります。

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 15,076.14円

１株当たり当期純損失金額 11,602.42円

 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であるため記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） △594,159

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） （　－　）

普通株式に係る当期純損失（千円） △594,159

期中平均株式数（株） 51,210
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（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ①株式の取得による子会社化

  平成18年８月18日開催の取締役会決議に基づき、株式会

社アレックシステムサービスの株式取得について、既存株

主との間で株式譲受契約を平成18年10月２日に締結し、当

社の子会社となりました。　

 １．目的　

  情報通信機器販売の分野においては、当社の営業拠点の

ない北関東、信越地区をカバーすることとなり、全国展開

に向けた大きなステップとなります。

  また、当社に不足している携帯電話販売におけるキャリ

アとの密接な取引関係を獲得するためです。

 ２．当該会社の概要　　　

  　 商　号　　　株式会社アレックシステムサービス

 　　所在地　　　群馬県前橋市下石倉町26番５号　

 　　代表者　　　奥山　　千秋　　　

 　　資本金　　　79,975千円

 　　従業員数　　78名

  　　　　　　　　　　（平成17年12月現在）

 ３．株式取得の時期

 　　平成18年10月２日

 ４．取得株式数、取得価額及び取得後の所有割合　

 　　取得株式数　　　　　 4,992株

　　 取得価額　　　　　60,000千円

 　　所有割合　　　　　　 62.40％　

 ②多額の資金の借入

　連結子会社の株式会社ケーイーエスは、平成18年10月30

日付で、資金の借入を実行しております。その概要は次の

とおりであります。

 １．使途　　　　　　　　　　　　　　　運転資金

 ２．借入先　　　　　　　　株式会社三井住友銀行

 ３．借入金額　　　　　　　　　　 　300,000千円

 ４．借入条件　　　　　　　　　　　 金利：2.0％

 　　　　　　　　　　　　　　返済方法：期限一括

 ５．返済期限　　　　　　　　　平成19年４月27日

 ③債務保証

　当社は、平成18年10月30日付で、次の会社の金融機関か

らの借入に対し、債務保証を行っております。その概要は

次のとおりであります。

 １．会社名　　　　　　　　株式会社ケーイーエス

 ２．借入の目的　　　　　　　　　　　　運転資金

 ３．債務保証の対象となる金額　　　 300,000千円
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