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１．平成20年３月中間期の連結業績（平成19年10月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月中間期 5,640 3.0 117 358.9 113 554.1 50 －

19年３月中間期 5,477 117.1 25 － 17 － △35 －

19年９月期 11,916 － 139 － 116 － 6 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月中間期 947 67 － －

19年３月中間期 △655 90 － －

19年９月期 120 93 － －

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 －百万円 19年３月中間期 0百万円 19年９月期 0百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月中間期 4,134 843 20.0 15,424 73

19年３月中間期 3,763 752 19.6 13,746 14

19年９月期 3,828 786 20.3 14,527 20

（参考）自己資本 20年３月中間期 827百万円 19年３月中間期 737百万円 19年９月期 779百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月中間期 △520 48 416 955

19年３月中間期 △165 △57 441 790

19年９月期 115 △51 379 1,014

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 － － － － － － － － － －

20年９月期 － － － － － － － －  
1,500

 
0020年９月期（予想） － － － － － － 1,500 00

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

 [業績予測に関する定性的情報等]

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通　期 12,700 6.6 420 201.6 390 233.4 270 － 4,732 65
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４．その他

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

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、22ページをご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月中間期 53,676株 19年３月中間期 53,676株 19年９月期 53,676株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 －株 19年３月中間期 －株 19年９月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月中間期の個別業績（平成19年10月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月中間期 2,032 △5.1 △18 － 29 － 19 －

19年３月中間期 2,140 △5.7 △96 － △49 － △95 －

19年９月期 4,348 － △214 － △129 － △223 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年３月中間期 358 58

19年３月中間期 △1,781 22

19年９月期 △4,164 59

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月中間期 1,827 868 47.5 16,188 16

19年３月中間期 2,003 977 48.8 18,212 94

19年９月期 1,889 849 45.0 15,829 57

（参考）自己資本 20年３月中間期 868百万円 19年３月中間期 977百万円 19年９月期 849百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通　期 4,580 5.3 60 － 100 － 100 － 1,752 83

 ※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項　

 　（将来に関する記述等についてのご注意）

１. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

　判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

　の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績(1）経営成

　績に関する分析」をご覧ください。

２. 平成20年２月22日開催の当社取締役会決議に基づき、平成20年４月１日付をもってウォーターワン株式会社及び

　有限会社サイバーワンが行っているカウネット事業を吸収分割の方法により承継することを決議し、それに伴って

　普通株式を6,749株発行しております。なお、「３．平成20年９月期の連結業績予想」及び「（参考）個別業績の

　概要　２．平成20年９月期の個別業績予想」の１株当たり予想当期純利益は、当該株式発行の影響を考慮しており

　ます。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

     (当中間連結会計期間の経営成績）

 ①当中間連結会計期間の概況

  当中間連結会計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速の影響や国内では個人

消費の伸び悩みや原油の高騰、株式市場の下落等により、景気の停滞が懸念される状況となりました。

　当社グループが属する情報通信関連業界におきましては、ＮＴＴグループがこの３月より次世代ネットワーク「Ｎ

ＧＮ」の提供を開始するなど、ブロードバンドを活用した様々なサービスが本格的に展開される機運が高まってきて

おります。その一方、個人事業主向けに悪質な電話機リース販売を行った一部事業者の問題が、企業向け電話機販売

業界に及ぼす悪影響は未だ払拭されてはおらず、当社グループの主力販売商品でありますビジネスホン市場において

は３年連続で売上が前年を下回る状況が続いております。

　このような経営環境の中、当社グループは2010年度をゴールとする経営ビジョン「Ａ＆Ａ１１１＋」の達成を目指

し、製販一体型ビジネスモデルによる情報通信インフラの「ワンストップサービスカンパニー」として、顧客満足の

追及と企業価値の最大化に取り組んでおります。

　当中間連結会計期間におきましては、各販売チャネルの販売情報及びノウハウの共有による売上拡大施策と商品仕

入れの統合による売上総利益率の向上策、間接部門の統廃合による販売管理費の抑制施策等グループ経営を推進し、

グループ各社の黒字化に取り組みました。その結果、売上高につきましては、前連結会計年度に引き続きＰＨＳ端末

「９（nine)」の販売が堅調に推移するとともに、その後継機種である「９（nine）＋」の出荷を開始したことも寄与

し、情報通信機器製造事業が前年同期比22.8％増の2,689百万円となったこと等により、5,640百万円（前年同期比

3.0％増）と過去最高売上高を更新しました。

　利益面につきましては、上記の各施策が奏功し、売上総利益が前年同期比10.6％増の1,585百万円となったことに対

し、販売管理費が同4.2％増の1,468百万円となり、営業利益率は2.1％と前年同期比1.6ポイント向上しました。

　これらの結果、営業利益は117百万円（前年同期比358.8％増）経常利益は113百万円（同554.0％増）、中間当期純

利益は50百万円（前年同期は35百万円の損失）と増収増益を達成しました。

　②セグメント別の業績

　　(a)情報通信機器販売事業

　商品戦略としては、ビジネスホンの市場環境が厳しいことを踏まえ、高単価商品であるカラーＭＦＰや需要が拡大

しているセキュリティアプライアンス商品の販売強化に取り組みました。

　販売チャネル別には、次の通りであります。

　直営店においては、前記の商品戦略を徹底し、営業社員の業務プロセス革新に取り組むことにより売上拡大を図り

ましたが、営業人員数を計画通り増加させることができず、前年同期の売上を下回りました。さらには、連結子会社

である株式会社アレックシステムサービスにおいて、携帯ショップ販売事業から撤退したことによる同売上が減少し

たことの影響もあり、直営店全体の売上高は748百万円（前年同期比18.5％減）となりました。

　ＦＣ加盟店につきましては、株式会社アレックシステムサービスへの営業支援を強化した結果、同社が売上規模で

最大の加盟店となるなど売上増に寄与しましたが、既存顧客数が少なくカラーＭＦＰの販売強化施策の効果を享受で

きにくい他の加盟店の売上減少を補うには至らず、売上高は1,099百万円（前年同期比10.5％減）となりました。

　代理店につきましては、ＦＣ加盟店チャネルとのシナジー効果を目指し、共同で提供商材の拡充や営業支援に取り

組んだ結果、売上高は764百万円（前年同期比0.4％増）となりました。

　ネット通販につきましては、新規参入業者の増加により競争が激化したことの影響を受け、売上高は165百万円（前

年同期比24.0％減）となりました。

　以上の結果、当事業の売上高は前年同期比11.1％減の2,778百万円となりました。営業費用につきましては、前記の

売上原価率の改善策及び販売管理費削減策の効果等により、前年同期比15.6％減の2,562百万円となりました。

　これらの結果、当事業の営業利益は前年同期比139.2％増の215百万円となりました。

　　(b)情報通信機器製造事業

　情報通信機器製造事業につきましては、前連結会計年度に引き続きＰＨＳ端末「９(nine)」の生産を中心に生産効

率及び品質向上に取り組みました。又、同商品がロングセラー商品となっていることから、本年１月末よりデザイン、

主要機能を引き継いだ後継機種「９（nine）＋」の出荷を開始しました。これらの「９」シリーズの出荷が順調に推

移したこと等により、当事業の売上高は前年同期比22.8％増の2,689百万円、営業利益は新製品の開発費が増加したこ

と等により、同17.2％減の185百万円となりました。

    (c)その他事業

　その他事業につきましては、売上高が前年同期比6.6％増の172百万円、営業利益は64百万円（前年同期は1百万円）

と大幅に増加いたしました。
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 　 （セグメント別売上高）

 事業部門

 当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日　

　　至　平成20年３月31日）

 前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日　

　　至　平成19年３月31日）

前年同期比

（％）

売上高 構成比（％） 売上高 構成比（％）

 

 情報通信機器

 販売事業

 

 直営店　　　（千円） 748,379 13.3 918,043 16.8 81.5

 ＦＣ加盟店　（千円） 1,099,685 19.5 1,228,575 22.4 89.5

 代理店　　　（千円） 764,470 13.6 761,627 13.9 100.4

 ネット通販　（千円） 165,995 2.9 218,292 4.0 76.0

 　　　計　　（千円） 2,778,530 49.3 3,126,539 57.1 88.9

 情報通信機器製造事業　　 （千円）

　　　　　　　
2,689,298 47.7 2,189,249 40.0 122.8

 その他事業　　　　　　　 （千円）

　　
172,278 3.1 161,636 3.0 106.6

合　計  　　　　　　（千円） 5,640,107 100.0 5,477,425 100.0 103.0

  （注）上記の金額に消費税等は、含まれておりません。

 

 （当期の見通し）

  情報通信機器販売事業につきましては、引き続き各販売チャネルの販売情報及びノウハウの共有による売上拡大施策と

商品仕入れの統合による売上総利益率の向上、間接部門の統廃合による販売管理費の抑制施策に取り組むとともに、新た

に取得したカウネット事業の顧客基盤を活用した営業戦略を展開し事業シナジーを追及してまいります。また、情報通信

機器製造事業につきましては、「９(nine)＋」に次ぐ新製品の開発を進めるとともに、さらなる製造コストの削減に取り

組んでまいります。

　以上のことから、当期の見通しにつきましては、売上高12,700百万円（前期比6.6％増）、営業利益420百万円（同

101.6％増）、経常利益390百万円（同133.4％増）当期純利益270百万円（前期は6百万円の黒字）を見込んでおります。

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況　

  当中間連結会計期間末の資産につきましては、前中間連結会計期間末より370百万円増加し、4,134百万円となりま

した。これは主に現金及び預金が120百万円、受取手形及び売掛金が576百万円それぞれ増加し、たな卸資産が165百万

円、無形固定資産がソフトウエアおよびのれんの償却が進んだことにより106百万円それぞれ減少したことによるもの

であります。

  負債につきましては、前中間連結会計期間末より279百万円増加し、3,290百万円となりました。これは主に短期借

入金が614百万円増加し、買掛金が213百万円、および長期借入金が260百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。

  純資産につきましては、前中間連結会計期間末より91百万円増加し、843百万円となっております。これは主に前連

結会計年度及び当中間連結会計期間における純損益の増加によるものであります。なお、資本剰余金が減少しており

ますが、これはレカム株式会社において資本準備金をその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替えたことによ

るものであります。

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末に比べ165百万

円増加し、955百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは520百万円の減少となりましたが、財務活

動により416百万円、投資活動により48百万円を得たことによるものであります。

 　 　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 　 　（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520百万円となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が103百万円、お

よび棚卸資産の減少額225百万円による資金の増加と、売上債権の増加額679百万円、および仕入債務の減少額193百

万円による資金の減少によるものです。

 　 　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 投資活動の結果得られた資金は、48百万円となりました。これは、主に定期預金の払戻62百万円、および事業譲

渡による収入28百万円と有形固定資産の取得による支出45百万円があったことによるものです。
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 　 　（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、416百万円となりました。これは、主に短期借入による収入548百万円と長期借

入金の返済による支出131百万円があったことによるものです。

 　 なお、キャッシュ・フロー指標につきましては、以下のとおりです。

 
平成19年９月 

 中間期

平成20年９月 

 中間期
平成19年９月期 

 自己資本比率（％） 19.6 20.0 20.3

 時価ベースの自己資本比率（％） 73.7 27.0 47.9

 債務償還年数（年） － － 1,803.4

 インスタント・カバレッジ・レシオ － － 6.2

 　　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）平成19年9月中間期、および平成20年9月中間期は、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・レシオについて記載しておりません。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社は、株主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。

　上記利益配分の基本方針に則り、業績見通しを勘案して、当期の配当金は一株当り1,500円を予定しております。

(4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財政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。

 　　 なお文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。　

　　　　

  ①人材の確保・育成について

 　　　 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付け、積極的にＭ＆Ａを実施しております。

従いまして、今後も子会社を含めた営業社員の増加を計画しておりますが、こうした規模拡大に対応できる経営幹

部層や従業員の確保が計画どおり行えなかった場合には、人事、労務、経理などの管理機能が十分に働かなくなる

可能性があります。また、販売会社が取り扱う情報通信機器は技術革新のスピードが早く、こうした商品特性に対

応できる営業戦略やコンサルティングセールスが行える人材をを採用、育成することが重要な課題であります。こ

うした人材の教育、採用を実施しておりますが、採用、教育が計画通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。　

　②重要な連結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４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47.8％、売上高で当社グループ全体の

61.3％を占めております。

従って、同社の事業または経営が悪化した場合、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。

③情報通信機器製造事業について

当社グループは連結子会社である株式会社ケーイーエスにおいて情報通信機器製造事業を展開しております。当

事業における主力商品はウィルコム社向けＰＨＳ端末であり、同商品の開発、生産を行っております。昨今、携帯

電話、ＰＨＳなどのモバイル端末は年々商品が高機能化、複雑化し、同時に小型化、軽量化しております。またリ

チウムイオン電池の発火、発煙問題等、商品の不具合による商品の回収、販売中止等により多額の損失を計上する

企業が出てきております。

　当社グループは今後もこのような問題が発生することのないよう細心の注意を払い、商品の開発、生産に取り組

んでまいりますが、今後同社商品にこうした問題が発生した場合、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。
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④特定取引先への依存度が高いことについて

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。リース会社に対しての販売額は当中間連結会計期間において当該事業の売上高

の43.1％となっております。

　情報通信機器製造事業においては、前連結会計年度からＰＨＳ製品の製造が好調であり、株式会社ウィルコム社

との取引が売上高の80.6％となっております。

　情報通信機器販売事業において、リース会社との提携契約につき契約解除もしくは更新拒絶がなされる場合や取

引条件の見直し、その他の理由により提携契約関係を維持できなくなった場合、また、情報通信機器製造事業にお

いて、株式会社ウィルコムとの取引に関して何らかの理由により急激に受注が減少し、それに代わる受注先を開拓

できなかった場合は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。

 ⑤仕入先の依存度について

情報通信機器販売事業における主要な仕入先はビジネスホンは主に東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株

式会社からであり、ＭＦＰは京セラミタジャパン株式会社からであります。主要仕入先との取引関係は、安定して

いると考えておりますが、何らかの理由により、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、その他の理由により契約が継続できなくなった場合、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。

 ⑥特定人物への依存について

当社の創業者であり、代表取締役である伊藤秀博は、事業モデルの創出や経営戦略の決定、営業、資本政策など

当社グループの事業推進において、中心的な役割を担ってまいりました。現在においても、当社グループの主要事

業会社であるレカム株式会社、株式会社ケーイーエスの代表取締役を兼務しております。当社グループは同氏に対

して過度に依存しない経営体制の構築を目指し、人材の育成・強化に注力しておりますが、同氏が何らかの理由に

より業務執行が困難になった場合、当社グループの業績に重大な営業を与える可能性があります。

 ⑦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、旧商法および会社法の規定に基づき、

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。又、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

にすでに発行している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。
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２．企業集団の状況
  当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、レカム株式会社及び連結子会社４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）等の情報通信機器やセキュリティアプライアンスのリース販売、

これらの設置工事や保守サービスを実施しております。また、オフィスサプライを提供する「カウネット」の取次ぎ、

ホームページ製作やSEOといったインターネット関連サービス、法人向けモバイル端末も提供することによりワンストッ

プサービスの実現を目指しております。

　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

通販の販売チャネルを有しております。

　そしてさらには情報通信機器の製造を行う、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。

 

(注１) 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。

(注２)BPO（Business Process Outsocing):グループ企業の内部管理業務を外部委託されている事業の呼称です。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループの経営理念は、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致します。

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致します。

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致します。

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致します。

社是　ＲＥＣＯＭＭ（Ｒｅａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）

「Ｒ」　Ｒｅａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｒｕｌｅ（実力主義）

「Ｅ」　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｉｎｇ（積極思考）

「Ｃ」　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ（挑戦）

「Ｏ」　Ｏｐｅｎ（オープン経営）

「Ｍ」　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（全員経営）

「Ｍ」　Ｍｉｎｄ（心）

(2）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％、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。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 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、営業に関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」ことに加えて「製販一体の強みを最大限に発揮する」ことを今後の新たな

ミッションとして掲げております。

 また、2010年度を最終年度とした経営ビジョン「A&A111+」を掲げ、当社グループのすべてのステークホルダーに

貢献することにより、社会貢献の実現を目指しております。

 その実現のためには、事業採算性の追求とスピード経営の両立が必要不可欠であるともに、従業員の育成や目標達

成意欲を喚起する人事報酬制度の構築、運用が非常に重要であります。また、コーポレートガバナンスが有効に機

能するための内部管理体制の充実とコンプライアンス遵守のための従業員の倫理観の醸成も目指していきます。

これらの課題を解決するためにグループCEO、CSO、CHO、CFOを選任し、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情報通信機器販売事業における採算性向上

 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いることや一連の「悪質

電話機リース問題」の影響もあり、業界の再編が進展しております。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、今後は

これらのチャネル間のシナジーを最大化しつつ、規模拡大によるスケールメリットの増加や営業生産性を向上させ

ることなどによって当該事業の採算性を向上させてまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

①人材の採用・育成

情報通信機器分野を事業ドメインとし、今後の企業ミッションとして顧客に対してのワンストップサービスの実

現と製販一体モデルの確立を目指す当社グループにとって、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まで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

情報通信機器販売事業においては中小事業法人を中心に「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ＩＴ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およびサービスの拡充に努めてまいります。

③情報通信機器製造事業

　連結子会社である株式会社ケーイーエスは情報通信機器製造事業を展開しております。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

い環境に立たされており、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市場ニーズを捉えた新商品開発に注力し、当事業の収益改善に取り組んでまいります。

④J-SOXに対応した内部統制システムの構築

　当社グループは2009年９月期連結会計年度より、金融商品取引法における内部統制の報告が義務付けられます。

当社グループでは、以前より内部監査機能の強化、業務マニュアルの整備、並びにその運用の徹底など、内部統制

システムの強化を図ってまいりました。本会計年度にて、J-SOXに対応した内部統制システムの構築を実施し、今後

の運用に向けた課題解決に取り組んでまいります。

－ 9 －



４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   889,648   1,010,503    1,124,836  

２．受取手形及び
売掛金

  1,481,896   2,058,461    1,379,800  

３．たな卸資産   560,640   395,241    621,225  

４．繰延税金資産   －   53,348    39,754  

５．その他   170,882   121,485    130,871  

貸倒引当金   △19,104   △13,187    △11,899  

流動資産合計   3,083,962 81.9  3,625,852 87.7 541,890  3,284,588 85.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物及び構
築物

 27,621   13,285    20,724   

(2）機械装置及
び運搬具

 1,770   822    1,398   

(3）工具器具備
品

 83,203 112,595  74,603 88,711  △23,883 48,944 71,067  

２．無形固定資産            

(1）ソフトウエ
ア

 166,216   94,580    117,753   

(2）のれん  234,250   199,637    216,943   

(3）その他  3,753 404,220  3,743 297,960  △106,259 3,748 338,446  

３．投資その他の
資産

           

(1）長期貸付金  9,096   4,810    5,906   

(2）敷金  102,547   84,716    91,447   

(3）保証金  35,489   28,482    32,429   

(4）繰延税金資
産

 －   2,694    1,901   

(5）その他  16,234   3,080    3,931   

貸倒引当金  △831 162,536  △2,007 121,776  △40,760 △1,251 134,366  

固定資産合計   679,352 18.1  508,448 12.3 △170,903  543,879 14.2

資産合計   3,763,314 100.0  4,134,301 100.0 370,986  3,828,468 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   1,233,154   1,019,763    1,213,246  

２. 短期借入金   600,000   1,214,967    666,600  

３. １年以内返済
予定長期借入
金

  259,908   237,556    256,924  

４．製品保証引当
金

  12,014   48,959    35,407  

５．営業所移転費
用引当金

  1,600   －    －  

６．店舗閉鎖損失
引当金

  －   －    5,469  

７．未払金   90,828   105,241    63,419  

８．預り金   233,239   290,450    285,895  

９．その他   255,717   288,286    317,386  

流動負債合計   2,686,462 71.4  3,205,223 77.5 518,761  2,844,347 74.3

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金   320,699   82,679    195,057  

２．長期預り金   1,600   1,841    2,018  

３．その他   1,914   806    915  

固定負債合計   324,213 8.6  85,327 2.1 △238,885  197,991 5.2

負債合計   3,010,676 80.0  3,290,551 79.6 279,875  3,042,338 79.5

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   545,250 14.5  545,250 13.2 －  545,250 14.2

２．資本剰余金   513,882 13.7  294,415 7.1 △219,467  513,882 13.4

３．利益剰余金   △333,315 △8.9  △21,283 △0.5 312,032  △291,618 △7.6

株主資本合計   725,816 19.3  818,381 19.8 92,565  767,514 20.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．為替換算調整
勘定

  12,021 0.3  9,555 0.2 △2,465  12,248 0.3

評価・換算差額
等合計

  12,021 0.3  9,555 0.2 △2,465  12,248 0.3

Ⅲ　少数株主持分   14,800 0.4  15,812 0.4 1,011  6,367 0.2

純資産合計   752,638 20.0  843,749 20.4 91,111  786,130 20.5

負債純資産合計   3,763,314 100.0  4,134,301 100.0 370,986  3,828,468 100.0

            

－ 11 －



(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,477,425 100.0  5,640,107 100.0 237,113  11,916,952 100.0

Ⅱ　売上原価   4,043,309 73.8  4,054,122 71.9 85,243  8,942,936 75.0

売上総利益   1,434,115 26.2  1,585,985 28.1 151,871  2,974,016 25.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,408,410 25.7  1,468,033 26.0 59,622  2,834,762 23.8

営業利益（△損
失）

  25,704 0.5  117,951 2.1 92,247  139,253 1.2

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  387   1,126    1,279   

２．受取手数料  733   3,958    4,722   

３．保険解約返戻金  171   －    280   

 ４. 法人税等還付加算
金

 827   －    829   

 ５. 為替差益  －   1,274    －   

６．持分法による投資
利益 

 12   －    34   

７．その他  386 2,519 0.0 2,089 8,449 0.1 5,930 712 7,859 0.1

Ⅴ　営業外費用            

１．売上割引  －   －    7,892   

２．支払利息  7,783   11,122    18,473   

３．株式交付費償却  －   216    －   

４．為替差損  960   －    1,630   

５. 債権譲渡損  2,047   －    2,047   

６．その他  75 10,867 0.2 1,544 12,882 0.2 2,015 88 30,132 0.3

経常利益（△損
失）

  17,356 0.3  113,518 2.0 96,162  116,979 1.0

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却益  2,921   －    7,009   

２．事業譲渡益  － 2,921 0.1 28,456 28,456 0.5 25,585 － 7,009 0.1

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損  －   363    1,087   

２．固定資産売却損  －   －    59   

３．減損損失 　 －   －    36,564   

４．営業所移転費用  2,811   －    4,306   

５．営業所移転費用引
当金繰入額 

 1,600   －    －   

６．店舗閉鎖損失  －   －    5,469   

７．たな卸資産廃棄損  1,499   －    －   

８．のれん一時償却額  36,900   －    36,900   

－ 12 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

９．損害賠償金  －   8,580    －   

10．クレーム処理費用  －   26,956    －   

11．その他  1,147 43,959 0.8 2,551 38,451 0.7 △5,507 － 84,387 0.8

税金等調整前中間
（当期）純利益
（△損失）

  △23,681 △0.4  103,523 1.8 127,204  39,601 0.3

法人税、住民税及
び事業税

 9,155   57,598    80,829   

法人税等調整額  － 9,155 0.2 △14,387 43,211 0.7 34,055 △41,655 39,174 0.3

少数株主利益（△
損失）

  2,369 0.0  9,444 0.2 7,075  △6,063 △0.1

中間（当期）純利
益（△損失）

  △35,206 △0.6  50,867 0.9 86,074  6,491 0.1

            

－ 13 －



(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本  評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年９月30日　残高（千円） 545,250 513,882 △268,587 790,545 11,151 11,151 － 801,696

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △29,521 △29,521    △29,521

中間純損失   △35,206 △35,206    △35,206

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    869 869 14,800 15,670

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

  △64,728 △64,728 869 869 14,800 △49,057

平成19年３月31日　残高（千円） 545,250 513,882 △333,315 725,816 12,021 12,021 14,800 752,638

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本  評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年９月30日　残高（千円） 545,250 513,882 △291,618 767,514 12,248 12,248 6,367 786,130

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への
振替

 △219,467 219,467 －    －

中間純利益   50,867 50,867    50,867

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    △2,692 △2,692 9,444 6,752

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

    △2,692 △2,692 9,444 6,752

平成20年３月31日　残高（千円） 545,250 294,415 △21,283 818,381 9,555 9,555 15,812 843,749

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本   評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年９月30日　残高（千円） 545,250 513,882 △268,587 790,545 11,151 11,151 － 801,696

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △29,521 △29,521    △29,521

当期純利益   6,491 6,491    6,491

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    1,096 1,096 6,367 7,464

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △23,030 △23,030 1,096 1,096 6,367 △15,566

平成19年９月30日　残高（千円） 545,250 513,882 △291,618 767,514 12,248 12,248 6,367 786,130

－ 14 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
損失)

 △23,681 103,523  39,601

 減価償却費  52,315 54,710  112,770

 減損損失  － －  36,564

のれん償却額  56,667 17,306  73,974

 権利金償却  1,545 1,308  3,026

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 6,143 2,067  △641

製品保証引当金の増
加額（△減少額）

 3,777 13,552  27,170

受取利息  △387 △1,126  △1,279

法人税等還付加算金  △827 △7  △829

保険解約返戻金  △171 －  △280

持分法による投資利
益 

 △12 －  △34

支払利息  7,783 11,122  18,473

株式交付費償却  － 216  －

為替差損益  － 994  －

固定資産売却益  △2,921 －  △7,009

固定資産売却損  － －  59

固定資産除却損  － 363  1,087

営業所移転費用  2,811 －  4,306

営業所移転費用引当
金繰入額 

 1,600 －  －

事業譲渡益  － △28,456  －

店舗閉鎖損失  － 2,551  5,469

損害賠償金  1,147 －  －

売上債権の減少額
（△増加額）

 △600,656 △679,238  △498,539

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △46,010 225,932  △106,590

 その他流動資産の減
少額（△増加額）

 △42,016 10,150  △2,293

 保証金の減少額
（△増加額）

 32,657 3,913  35,717

仕入債務の増加額
（△減少額）

 407,590 △193,460  387,680

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 31,079 △22,253  60,508

その他流動負債の増
加額（△減少額）

 △57,175 43,402  △68,238

その他固定負債の増
加額（△減少額） 

 △4,874 △258  △5,454

その他  △186 △678  2,428

小計  △173,804 △434,363 △260,559 117,646

－ 15 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

利息及び配当金の受
取額

 1,218 1,192  2,093

利息の支払額  △10,096 △12,240  △20,188

損害賠償金の支払額  △1,747 －  △3,271

法人税等の支払額  △10,895 △75,561  △10,988

還付法人税等の受取
額

 29,761 －  29,763

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △165,564 △520,972 △355,408 115,054

－ 16 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

 定期預金の預入によ
る支出

 △6,000 △6,000  △17,000

 定期預金の払戻によ
る収入

 32,000 62,000  32,000

 貸付けによる支出  △2,000 －  △2,000

貸付金の回収による
収入

 3,714 1,096  6,903

新規連結子会社の取
得による支出

 △18,410 －  △18,410

営業所移転による支
出 

 △2,811 －  △4,306

店舗閉鎖による支出  － △5,020  －

有形固定資産の取得
による支出

 △56,522 △45,816  △69,283

無形固定資産の取得
による支出

 △9,077 △221  △9,067

有形固定資産の売却
による収入 

 2,921 11,546  9,041

敷金等の増減額  △3,253 2,324  6,370

事業譲渡による収入  － 28,456  －

保険解約による収入  2,013 －  2,122

その他  － －  11,914

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △57,425 48,365 105,790 △51,714

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の増減額
（△：減少） 

 600,000 548,367  666,600

長期借入金の返済に
よる支出

 △129,598 △131,716  △258,224

配当金の支払額  △29,044 △74  △29,238

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 441,357 416,576 △24,780 379,137

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 308 △2,304 △2,612 385

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△：減少） 

 218,675 △58,334 △277,009 442,863

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 571,414 1,014,278 442,863 571,414

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 790,089 955,943 165,853 1,014,278

－ 17 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　4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

 株式会社アレックシステムサービ

ス

上記のうち㈱アレックシステム

サービスについては、平成18年10

日２日付で同社の株式を取得した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。

連結子会社の数　4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

 株式会社アレックシステムサービ

ス

連結子会社の数　4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

 株式会社アレックシステムサービ

ス

上記のうち㈱アレックシステム

サービスについては、平成18年10

日２日付で同社の株式を取得した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。

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、

中間連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使用

しております。

 ────

 

 

 

 

 

 

(1）持分法適用の関連会社数　0社

　上海賚卡茂有限公司については、

当連結会計年度に清算結了してお

ります。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次のとおり

であります。

 中間

会社名 決算日

大連賚卡睦通信設備有限

公司
6月30日

株式会社アレックシステ

ムサービス
6月30日

　中間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、中間

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく中間財務諸表を使用しており

ます。 

　連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次のとおり

であります。

 中間

会社名 決算日

大連賚卡睦通信設備有限

公司
6月30日

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、中間連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸表を使用

しております。 

　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。なお、当連

結会計年度において、㈱アレックシ

ステムサービスの決算日を12月31日

より９月30日に変更いたしました。

なお、この決算日変更による連結財

務諸表に与える影響は軽微でありま

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

①　その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

   ②　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。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

　①　その他有価証券

時価のないもの

　　　　同左

 

　②　たな卸資産

　　　　同左

 

　

 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

　①　その他有価証券

時価のないもの

　　　　同左

 

　②　たな卸資産

　　　　同左

 

　

 

(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、

主として定率法を、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　建物及び構築物

15年～39年

ロ　機械装置及び運搬具

２年～７年

ハ　工具器具備品

２年～８年

(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

同左

(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

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

　　　　────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　

　　

(固定資産の減価償却方法の変更)

　平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日　法

律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成

19年３月30日政令第83号））に

伴い、当連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正

後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　この変更に伴う損益への影響

は軽微であります。

　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。

　　　　　　　

　　　　　　　────

(追加情報)

　当社及び国内連結子会社は法

人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価格との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

　これにより損益に与える影響

は軽微であります。

　　　　　　　

　　　　　　　────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

 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。 

 

　市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売期間（３

年）における見込販売数量に基

づく償却額と、販売可能な残存

販売期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい額を計

上する方法によっております。

②　無形固定資産

  同左

②　無形固定資産

  同左

 ③　繰延資産の処理方法 

 ────
 

 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。

 ③　繰延資産の処理方法 

 ────
 

(3）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。

(3）重要な引当金の計上基準 

 ①　貸倒引当金

  同左

(3）重要な引当金の計上基準 

①　貸倒引当金

  同左

 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。

 ②　製品保証引当金 

  同左

 ②　製品保証引当金 

同左

 ③　営業所移転費用引当金

 株式会社ケーイーエスは、営

業所移転費用の支払いに備える

ため、将来発生が見込まれる金

額のうち、当期の負担額を計上

しております。

 ③　営業所移転費用引当金

 ────

 ③　営業所移転費用引当金

 ────
 

 ④　店舗閉鎖損失引当金

 ────

 ④　店舗閉鎖損失引当金

 ────

 ④　店舗閉鎖損失引当金

 株式会社アレックシステムサー

ビスは、翌連結会計年度に閉鎖

することが確定した店舗につい

て、発生が見込まれる損失に備

えるため、合理的に見積もられ

る金額を計上しております。

(4）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、中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は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。

(4）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 

　同左

(4）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。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法 

 　同左

(5）重要なリース取引の処理方法 

　  同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(6）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。

 消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。

同左 同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん償却については、８年間の

均等償却をしております。

同左 同左

７．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

  手許現金、随時引出し可能な預金

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。

同左 同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

 （中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て表示されていたもの及び無形固定資産の「その他」に

含めていた「営業権」は、当中間連結会計期間から「の

れん」と表示しております。 

 （中間連結貸借対照表）

  ───

 

 （中間連結損益計算書）

  ───

　（中間連結損益計算書）

 １.　営業外収益の「法人税等還付加算金」は当連結会計

期間において、金額的重要性が乏しくなったため「そ

の他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「法人税等還付加算金」は7千円であります。

 ２.　営業外費用の「債権譲渡損」は当連結会計期間にお

いて、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に

含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「債権譲渡損」は761千円であります。

 

　（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

「営業権償却」として表示されていたものは、当中間連

結会計期間から「のれん償却額」と表示しております。

 

　（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 営業活動によるキャッシュ・フローの「法人税等還付

加算金」は当連結会計期間において、金額的重要性が乏

しくなったため「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「法人税等還付加算金」は827千円であります。

 

　（開示の省略）

　中間連結貸借対照表関係、中間連結損益計算書関係、中間連結株主資本等変動計算書関係、中間連結キャッシュ・フロー

計算書関係、リース取引関係、有価証券関係、ストック・オプション等関係等に関する注記事項については、決算短信に

おける開示に必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31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）

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 3,126,539 2,189,250 161,636 5,477,425 － 5,477,425

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,435 15,014 17,449 △17,449 －

計 3,126,539 2,191,685 176,650 5,494,874 △17,449 5,477,425

営業費用 3,036,243 1,967,788 175,103 5,179,134 272,586 5,451,720

営業利益 90,296 223,897 1,547 315,740 △290,035 25,704

　（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機器の販売

 情報通信機器製造事業  ビジネスホン端末の製造

 その他事業
 インターネット関連サービス、各種回線取次ぎ、その他営業受託、

 DMC事業(大連)等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は290,035千円であり、その主なものは

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

－ 23 －



当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31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）

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 2,778,530 2,689,298 172,278 5,640,107 － 5,640,107

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 900 31,711 32,611 △32,611 －

計 2,778,530 2,690,198 203,989 5,672,718 △32,611 5,640,107

営業費用 2,562,547 2,504,761 139,875 5,207,184 314,971 5,522,155

営業利益 215,983 185,437 64,114 465,534 △347,582 117,951

　（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機器の販売

 情報通信機器製造事業  ビジネスホン端末の製造

 その他事業  インターネット関連サービス、各種回線取次ぎ、 DMC事業(大連)等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は446,292千円であり、その主なものは

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19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）

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 6,319,880 5,355,420 241,652 11,916,952 － 11,916,952

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,640 48,953 51,593 △51,593 －

計 6,319,880 5,358,060 290,605 11,968,546 △51,593 11,916,952

営業費用 6,058,948 4,814,980 210,005 11,083,933 693,766 11,777,699

営業利益（又は営業損失(△)) 260,932 543,080 80,600 884,612 △745,359 139,253

　（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

 その他事業
インターネット関連サービス、各種回線取次ぎ、その他営業委託、DMC事業(大

連)等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は695,695千円であり、その主なものは

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成19年10月１

日 至 平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日）

　　　　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計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

前中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成19年10月１

日 至 平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日）

　　　　　海外売上高は、いずれも連結売上高の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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 13,746.14円

１株当たり中間純損
失金額

655.90円

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失であるため記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額   15,424.73円

１株当たり中間純利
益金額

     947.67円

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、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。

１株当たり純資産額   14,527.20円

１株当たり当期純利
益金額

120.93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、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。

　（注）　１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益

（△損失）金額　　　　　 （千円）

   

中間（当期）純利益（△損失）

　　　　　　　　　　　 （千円）
△35,206 50,867 6,491

普通株主に帰属しない金額（千円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△損失）　　　　　 （千円）
△35,206 50,867 6,491

期中平均株式数　　　　　 （株） 53,676 53,676 53,676

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

 新株予約権（旧商法第280

条ノ19の規定に基づく新

株引受権の数396個。旧商

法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新

株予約権の数1,695個）

 新株予約権（旧商法第280

条ノ19の規定に基づく新

株引受権の数360個。旧商

法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新

株予約権の数1,344個）

 新株予約権（旧商法第280

条ノ19の規定に基づく新

株引受権の数396個。旧商

法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新

株予約権の数1,632個）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

 ──── １．ウォーターワン株式会社及び有限会社

サイバーワンのカウネット事業に関する当

社への承継について

　平成20年２月22日開催の当社取締役会に

おいて、平成20年４月1日を期して、ウォー

ターワン株式会社及び有限会社サイバーワ

ンが行っているカウネット事業を吸収分割

の方法により承継することを決議し、平成

20年４月１日にこれを実行いたしまし

た。

　会社分割の概要は次のとおりでありま

す。

(1)会社分割の目的

　当社は中小企業にあらゆる商品とサービ

スを提供するワンストップサービスカンパ

ニーの実現を目指しており、カウネット事

業の承継により、当社サービス内容が拡充

できます。また、その顧客基盤と当社の顧

客属性が似通っていることから、事業シナ

ジーが発揮できるものと考えておりま

す。

(2)会社分割の要旨

　ウォーターワン株式会社及び有限会社サ

イバーワンの両社を分割会社とし，当社を

承継会社とする吸収分割。

(3)分割に係る割当ての内容

　当社は、普通株式を新たに発行し、

ウォーターワン株式会社に4,049株、有限

会社サイバーワンに2,700株を割当交付。

(4)承継会社が承継する権利義務

　ウォーターワン株式会社及び有限会社サ

イバーワンが有する本件事業を遂行するた

めに必要な契約上の地位等の権利義務（但

し労働契約を除く。）を承継。

※資産・負債の承継はありません。

 (5)承継する部門の直近事業年度の売上高

及び営業利益 

 ────

  

ウォーターワン株式会社

単位（千円）

 売上高 88,347

 売上総利益 12,591

 営業利益 8,368

 

  

有限会社サイバーワン 

単位（千円） 

 売上高 202,691

 売上総利益 29,195

 営業利益 18,363
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前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

 ────

 

２．ストックオプションの付与について

 当社は、平成19年12月27日開催の第14期

定時株主総会で承認及び平成20年４月18日

開催の当社取締役会決議に基づき、新株予

約権を下記のとおり付与しております。

(1)新株予約権の発効日

　　平成20年４月30日

(2)新株予約権の発行数　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　1,220個　　

(3)新株予約権の目的である株式総数　　

　　　　

　　　　 　　　　　　　　　1,220株　　

(4)新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額　　　　

              １株当たり　25,000円

(5)新株予約権の発行価額の総額　　　　

　　　　　

　 　　　　　　　　　 30,500,000円

(6)新株予約権の行使により新株を発行す

る場合の発行価額のうち資本に組入れない

額　　　　　　　　

15,250,000円（１株当たり　12,500円）

(7)新株予約権の行使期間

　平成22年４月19日から平成27年４月18日

まで

              １株当たり　25,000円

(5)新株予約権の発行価額の総額　　　　

　　　　　

　 　　　　　　　　　 30,500,000円

(6)新株予約権の行使により新株を発行す

る場合の発行価額のうち資本に組入れない

額　　　　　　　　

15,250,000円（１株当たり　12,500円）

(7)新株予約権の行使期間

　平成22年４月19日から平成27年４月18日

まで 

 ────
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  294,649   143,038    268,146   

２．売掛金  464,565   571,628    501,987   

３．たな卸資産  94,772   62,178    48,030   

４．その他  86,385   98,381    84,904   

貸倒引当金  △9,134   △10,146    △7,931   

流動資産合計   931,239 46.5  865,080 47.3 △66,158  895,137 47.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産  33,341   10,628    12,974   

２．無形固定資産            

(1) ソフトウェ
ア

 149,756   88,693    107,395   

(2) その他  3,242   3,242    3,242   

　　　計  152,999   91,935    110,637   

３．投資その他の
資産

           

 (1) 関係会社株
式

 772,247   759,274    759,274   

 (2) その他  114,489   102,602    112,763   

 　　貸倒引当金  △831   △2,007    △1,251   

　計  885,905   859,870    870,787   

固定資産合計   1,072,246 53.5  962,434 52.7 △109,812  994,399 52.6

資産合計   2,003,485 100.0  1,827,514 100.0 △175,971  1,889,536 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  364,890   332,077    349,416   

２．短期借入金  100,000   223,300    166,600   

３．１年以内返済
予定長期借入
金 

 172,796   154,396    172,796   

４．預り金  120,147   147,970    158,388   

５．その他  103,713   91,008    111,873   

流動負債合計   861,546 43.0  948,753 51.9 87,207  959,074 50.7

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  162,741   8,345    79,143   

２．長期預り金  1,600   1,500    1,650   

固定負債合計   164,341 8.2  9,845 0.6 △154,496  80,793 4.3

負債合計   1,025,887 51.2  958,598 52.5 △67,288  1,039,867 55.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   545,250 27.2  545,250 29.8 －  545,250 28.9

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  513,882   －    513,882   

(2) その他資本
剰余金

 －   294,415    －   

資本剰余金合計   513,882 25.6  294,415 16.1 △219,467  513,882 27.2

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  10,003   10,003    10,003   

(2）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 △91,537   19,247    △219,467   

利益剰余金合計   △81,534 △4.0  29,250 1.6 110,785  △209,463 △11.1

株主資本合計   977,598 48.8  868,915 47.5 △108,682  849,668 45.0

純資産合計   977,598 48.8  868,915 47.5 △108,682  849,668 45.0

負債純資産合計   2,003,485 100.0  1,827,514 100.0 △175,971  1,889,536 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,140,997 100.0  2,032,390 100.0 △108,606  4,348,620 100.0

Ⅱ　売上原価   1,586,757 74.1  1,520,321 74.8 △66,435  3,259,791 75.0

売上総利益   554,240 25.9  512,069 25.2 △42,170  1,088,829 25.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  650,799 30.4  530,466 26.1 △120,333  1,303,097 29.9

営業利益(△損
失）

  △96,559 △4.5  △18,396 △0.9 78,162  △214,268 △4.9

Ⅳ　営業外収益   49,395 2.3  52,287 2.6 2,891  90,132 2.0

Ⅴ　営業外費用   1,997 0.1  4,222 0.2 2,225  4,879 0.1

経常利益（△
損失）

  △49,161 △2.3  29,667 1.5 78,828  △129,016 △3.0

Ⅵ　特別損失   38,512 1.8  8,614 0.4 △29,898  81,377 1.8

税引前中間(当
期)純利益（△
損失）

  △87,673 △4.1  21,053 1.0 108,727  △210,393 △4.8

法人税、住民
税及び事業税

 7,935   1,806    13,144   

法人税等調整
額

 － 7,935 0.4 － 1,806 0.1 △6,129 － 13,144 0.3

中間(当期)純
利益（△損
失）

  △95,609 △4.5  19,247 0.9 114,856  △223,538 △5.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

 純資産
 合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

545,250 513,882 513,882 10,003 20,000 13,593 43,596 1,102,729 1,102,729

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩     △20,000 20,000 － － －

剰余金の配当      △29,521 △29,521 △29,521 △29,521

中間純損失      △95,609 △95,609 △95,609 △95,609

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額)

        －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － △20,000 △105,130 △125,130 △125,130 △125,130

平成19年３月31日　残高
（千円）

545,250 513,882 513,882 10,003 － △91,537 △81,534 977,598 977,598

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

 純資産
 合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成19年９月30日　残高
（千円）

545,250 513,882 － 513,882 10,003 △219,467 △209,463 849,668 849,668

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩  △513,882 513,882 －    － －

その他資本剰余金による
欠損補填

  △219,467 △219,467  219,467 219,467 － －

中間純利益      19,247 19,247 19,247 19,247

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額)

        －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △513,882 294,415 △219,467 － 238,714 238,714 19,247 19,247

平成20年３月31日　残高
（千円）

545,250 － 294,415 294,415 10,003 19,247 29,250 868,915 868,915
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

 純資産
 合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

545,250 513,882 513,882 10,003 20,000 13,593 43,596 1,102,729 1,102,729

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩     △20,000 20,000 － － －

剰余金の配当      △29,521 △29,521 △29,521 △29,521

当期純損失      △223,538 △223,538 △223,538 △223,538

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △20,000 △233,060 △253,060 △253,060 △253,060

平成19年９月30日　残高
（千円）

545,250 513,882 513,882 10,003 － △219,467 △209,463 849,668 849,668
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６．その他
該当事項はありません。 
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