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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 213 ― △11 ― △11 ― △15 ―

20年3月期第1四半期 238 △34.8 △213 ― △215 ― △221 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △371.53 ―

20年3月期第1四半期 △7,657.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 383 △240 △62.5 △5,813.06

20年3月期 465 △227 △48.8 △5,502.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  △240百万円 20年3月期  △227百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 350 ― 1 ― 1 ― 0 ― 0.00
通期 750 △8.0 3 ― 3 ― 0 ― 0.00

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

［（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。］  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・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、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  41,300株 20年3月期  41,300株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  41,300株 20年3月期第1四半期  41,300株
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１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結会計期間においては、国内経済全体が、原油をはじめとした原材料価格の高騰

や株価下落により、景気の減速傾向が強まりました。また、顧客対象である企業の事業環境が芳し

くない状況にあり、顧客企業の慌しさがあるなど、営業活動としても多少困難な傾向があります。

また、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、通信キャリア大手であるＮＴＴグ

ループが 2008 年 3 月より次世代ネットワーク「ＮＧＮ」の商用サービスを開始するなど、ブロード

バンドを活用したサービスの展開や、ＮＴＴグループをはじめ、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンク

グループといった大手キャリアに関しても、情報通信機器である電話機や携帯電話端末販売におい

て競争激化にある中で、各通信キャリアとしての施策として、固定回線とモバイル回線とを抱き合

わせた利用サービスプランを出すなど、新しい大きな変化がおこり始めている状況であります。 

しかし、こういった状況下ながら、当社は自社ブランド「フラディオ・コレクト」という利用料

金回収サービスを提供しており、月々の当社の社名や告知の入った請求書を送付できるといった定

期的な顧客との接点を持ち続けているため、同業他社と比較して顧客との信頼関係が強いという優

位な立場であると考えております。 

加えて、厳しい環境にある他社に対して、顧客との関係性を高めることのできる「フラディオ・

コレクト」が活用できるようにサービスを改善中であります。サービスが利用できるようになれば、

他社と協力体制ができることにより、大幅な収益が見込めます。 

 

（売上高） 

売上高につきましては、通話料、保守メンテナンス費用といった様々な商品・サービス利用料の

請求を一本化することで煩雑な請求書管理業務を簡易化するビリングサービスの自社ブランド、「フ

ラディオ・コレクト」を継続実施しております。特に通話料金については、当社顧客が当該サービ

スを利用する間は、永続的に当社として売上を計上することとなります。当該サービス提供活動を

継続実施している結果、当第 1 四半期連結会計期間におきましては、売上高が 213,438 千円となり

ました。 

ビリングサービスは、利用者にとって経費負担がないことで導入しやすく、新規顧客の開拓に適し

ていることから、顧客数は約 3,000 社と順調に増加しております。 

 

（営業損益・経常損益） 

また、人員が少ない中、継続的に無駄を削減し続けており、販売管理費は減少傾向にあります。

営業損益・経常損益に関しては、営業損失は 11,615 千円（前年同期比 201,860 千円の減少）、経常

損失は 11,787千円（前年同期比 203,503千円の減少）となりました。 

 

（四半期純損益） 

当四半期純損益に関しましては、固定資産売却損 3,250 千円他を計上した結果、当第 1 四半期連

結純損失は 15,344 千円（前年同期比 206,116 千円の増加）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度より81,686千円減少し、

383,864千円となりました。これは主に現金及び預金の増加16,922千円、受取手形及び売掛金の増加

25,904千円、差入保証金の減少101,246千円等によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度より68,869千円減少し、623,944千円となりました。これは

主に未払金の減少55,787千円、長期借入金の減少13,373千円等によるものであります。純資産につき

ましては、前連結会計年度より12,817千円減少し、△240,079千円となりました。これは主に利益剰

余金の減少13,302千円等によるものであります。 

 

②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） 

営業活動の結果使用した資金は57,637千円となりました。収入の主な内訳は、未収消費税の減少

額7,364千円であり、支出の主な内訳は、未払金の増加額54,780千円、売上債権の増加額25,904千円、

税金等調整前四半期純損失16,171千円の計上であります。 

（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87,932千円となりました。収入の主な内訳は、保証金の返金によ

る収入101,270千円であり、支出の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出10,024円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は13,373千円となりました。支出の内訳は、長期借入金の返済13,373

千円であります。 

（現金及び現金同等物） 

 上記の結果、現金及び現金同等物は 72,905 千円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

電話回線、およびネットワーク関連機器である電話機設置工事や通信設備工事の請負事業を展開し

ており、当社グループ企業の工事業務を引き受けておりました株式会社トーネット．の株式譲渡をい

たしましたので、当該会社は当社連結子会社の対象外となります。 

そのため、平成 20 年 5 月 20 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期（平成 20 年 4 月 1 日～平成

21 年 3 月 31 日）連結業績予想数値に関しましては、平成 21 年 3 月期通期連結業績予想を、売上高

750 百万円（前回予想は 800 百万円）に修正いたします。 

 

※本業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので、不確定な

要素を含んでおります。実際の業績は業況の変化などにより上記の予想数値と異なる可能性があり

ます。 

 

 

 



 ㈱フリード(9423) 平成 21年 3月期第 1四半期決算短信 

- 4 - 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

棚卸資産の評価方法  

 当第 1 四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（四半期財務諸表に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。ま

た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

たな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第 1 四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9号）が適用されたことに伴い、

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。 

これにより、利益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 
 

（単位：千円）

    当第 1四半期連結会計期間末
(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 99,505 82,582

  受取手形及び売掛金 127,429 101,524

  商品 3,260 3,274

  その他 15,387 27,927

  貸倒引当金 △17 △13

  流動資産合計 245,564 215,295

 固定資産   

  有形固定資産 24,045 31,845

  無形固定資産 22,561 17,457

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 68,659 68,659

   その他 91,686 200,946

   貸倒引当金 △68,652 △68,652

   投資その他の資産合計 91,693 200,953

  固定資産合計 138,300 250,256

 資産合計 383,864 465,551

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 33,520 29,500

  短期借入金 430,000 430,000

  1 年内返済予定の長期借入金 53,492 53,492

  未払金 59,580 116,283

  未払法人税等 297 7,556

  賞与引当金 8,050 5,100

  引当金 2,338 1,522

  その他 10,374 8,889

  流動負債合計 597,652 652,345

 固定負債   

  長期借入金 23,137 36,510

  その他 3,154 3,958

  固定負債合計 26,291 40,468

 負債合計 623,944 692,814



 ㈱フリード(9423) 平成 21年 3月期第 1四半期決算短信 

- 6 - 

 

（単位：千円）

    当第 1四半期連結会計期間末
(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年３月 31 日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 541,131 541,131

  資本剰余金 548,256 548,256

  利益剰余金 △1,329,315 △1,316,013

  株主資本合計 △239,926 △226,624

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △152 △637

  評価・換算差額等合計 △152 △637

 純資産合計 △240,079 △227,262

負債純資産合計 383,864 465,551
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(2) 四半期連結損益計算書 
 

（単位：千円）

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

売上高 213,438

売上原価 101,247

売上総利益合計 112,190

販売費及び一般管理費  

 給料及び手当 52,789

 その他 71,016

 販売費及び一般管理費合計 123,806

営業損失（△） △11,615

営業外収益  

 受取利息 11

 受取配当金 28

 その他 2,372

 営業外収益合計 2,411

営業外費用  

 支払利息 2,399

 その他 183

 営業外費用合計 2,583

経常損失（△） △11,787

特別利益  

 前期損益修正益 239

 特別利益合計 239

特別損失  

 前期損益修正損 1,372

 固定資産売却損 3,250

 特別損失合計 4,623

税金等調整前四半期純損失（△） △16,171

法人税、住民税及び事業税 234

法人税等調整額 △1,062

法人税等合計 △827

四半期純損失（△） △15,344
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

（単位：千円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純損失（△） △16,171

 減価償却費 4,207

 のれん償却額 86

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,950

 引当金の増減額（△は減少） 816

 受取利息及び受取配当金 △39

 支払利息 2,399

 売上債権の増減額（△は増加） △25,904

 たな卸資産の増減額（△は増加） 106

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,019

 未払金の増減額（△は減少） △54,780

 差入保証金の増減額（△は増加） △23

 固定資産除却損 438

 その他 27,406

 小計 △54,485

 利息及び配当金の受取額 30

 利息の支払額 △2,393

 法人税等の支払額 △6,788

 その他の収入 6,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー △57,637

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 △900

 有形固定資産の取得による支出 △4,547

 有形固定資産の売却による収入 2,606

 差入保証金の回収による収入 101,270

 無形固定資産の取得による支出 △10,024

 その他 △472

 投資活動によるキャッシュ・フロー 87,932

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入金の返済による支出 △13,373

 財務活動によるキャッシュ・フロー △13,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,922

現金及び現金同等物の期首残高 55,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,905
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
 

    当第 1四半期連結会計期間（自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 6 月 30 日） 

 
当社グループは、前連結会計年度において、売上高が大幅に減少したこと等により602,597千円の営

業損失を計上し、882,797千円の当期純損失を計上しており、当第1四半期連結会計期間においても

11,615千円の営業損失を計上し、15,344千円の四半期純損失を計上しております。また、前連結会計年

度において営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、当第1四半期連結会計期間においても

引き続き営業キャッシュ･フローのマイナスを計上いたしました。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく下記のとおり対応しております。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、当該状況を四半期連結財務諸表には反映

しておりません。 

前連結会計年度から引き続き、適正な人事制度による余剰人件費の圧縮や、経営責任を明確にする

ため役員報酬の減額を実施しております。それに加え部長職以上の職責手当の減額、前連結会計年度か

ら実施しております余剰な事務所賃借契約の解約等、事業規模に見合った経費全体の見直しにより、一

人当たりの固定費の削減を行ってまいります。 

これらの施策により、当四半期連結会計期間におきましては、特に販売費及び一般管理費が前四半

期連結会計期間比241,697千円減の123,806千円となる等の効果があらわれ、営業キャッシュ･フローは

前四半期連結会計期間比471,267千円改善し△57,637千円となりました。 

上記の施策によるキャッシュ・フローの改善の他、平成19年5月18日に主要株主であり提携先である

㈱フォーバルと締結した特別貸付極度枠約定書の期間延長による資金調達等により、充分な資金を確保

できる見込みであります。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 

当第 1四半期連結会計期間（自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 6 月 30 日） 

          該当事項はありません。 
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「参考資料」 

（要約）四半期連結損益計算書 

  （単位：千円）                           

前年同四半期 

（平成 20 年 3月期

第 1四半期末） 
科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 238,384

Ⅱ 売上原価 86,357

  売上総利益 152,026

Ⅲ 販売費及び一般管理費 365,503

  営業損失（△） △213,476

Ⅳ 営業外収益 230

 １ 受取利息 18

 ２ 受取配当金 24

 ３ その他 187

Ⅴ 営業外費用 2,044

 １ 支払利息 1,927

 ２ その他 117

  経常損失（△） △215,291

Ⅵ 特別利益 69

 １ 貸倒引当金戻入益 69

Ⅶ 特別損失 4,271

 １ 固定資産除却損 4,271

税金等調整前四半期（当期） 

純損失（△） 
△219,492

税金費用 1,967

四半期（当期）純損失（△） △221,460
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「参考資料」 

（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）                   

前年同四半期 

（平成 20 年 3月期 

第 1 四半期） 
科  目 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 税金等調整前四半期（当期）純損失 △219,492

 ２ 減価償却費 9,114

 ３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,263

 ４ 賞与引当金の増減額（△は減少） 12,628

 ５ インセンティブ返金損失引当金の増減額 

（△は減少） 
△1,540

 ６ 受取利息及び受取配当金 △42

 ７ 支払利息 1,927

 ８ 売上債権の増減額（△は増加） 6,256

 ９ たな卸資産の増減額（△は増加） 42,870

 10 仕入債務の増減額（△は減少） △3,938

 11 未払金の増減額（△は減少） 5,338

12 営業保証金の増減額（△は増加） 19,978

 13 固定資産除却損 4,271

 14 その他 4,712

小計 △119,179

 15 利息及び配当金の受取額 24

 16 利息の支払額 △1,966

 17 法人税等の支払額 △749

   営業活動によるキャッシュ・フロー △121,871
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前年同四半期 

（平成 20 年 3月期 

第 1 四半期） 
科  目 

金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 定期預金の預入による支出 △900

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △16,505

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △299

 ４ 保証金の差入による支出 △396

 ５ 保証金の返金による収入 20,476

   投資活動によるキャッシュ・フロー 2,374

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 短期借り入れによる収入 300,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △137,478

 ３ 長期借入金の返済による支出 △8,333

   財務活動によるキャッシュ・フロー 154,189

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,692

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 174,011

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 208,704
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