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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

(注) 平成20年３月期第２四半期及び平成21年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しておりますが、四半期純 
損失を計上しておりますので記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

21年3月期第2四半期 19,738 ― △73 ― △93 ― △578 ―
20年3月期第2四半期 10,064 20.9 △57 ― △29 ― △175 ―

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2四半期 △7,786.21 ―
20年3月期第2四半期 △2,480.07 ―

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2四半期 16,234 3,055 12.3 23,176.82
20年3月期 19,426 3,612 12.5 33,802.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,994百万円 20年3月期  2,421百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

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

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

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

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

株式数の変動により１株当たり当期純利益のみを変更しております。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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

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

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

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

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

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

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があるた 
   め、その結果について当社グループが保証するものではありません。 
   なお、上記予想に関する事項は３ページをご参照ください。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
   針第14号）を適用しております。 
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社フレクソル ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  87,990株 20年3月期  73,590株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,947株 20年3月期  1,947株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  74,240株 20年3月期第2四半期  70,741株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)におけるわが国の経済
は、信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題を背景とする米国経済の減速懸念
や金融資本市場の混乱を受け、景気の下振れリスクが高まる展開となりました。 
このような状況の下、当社グループは、引き続き収益力の向上とグループ全体の成長を目指し

て事業活動を行いました。 
 
売上高においては、平成19年12月より子会社となったハイブリッド・サービス(株)が寄与し、

前年同期の100億64百万円から96.1％増加し197億38百万円となりました。 
売上原価は、前年同期より91億53百万円増加し152億98百万円(前年同期比149.0％増)となりま

した。 
販売費及び一般管理費は、前年同期より５億42百万円増加し45億19百万円となり、売上高の増

加により売上高販売費及び一般管理費比率は、16.6ポイント減少して22.9％となりました。 

以上の結果、営業損失は73百万円、経常損失は93百万円となりました。 
特別損益は、事業再編に伴うＳＨＯＰ事業の譲渡を行い、のれんの減損処理を２億８百万円計

上したことなどにより３億90百万円の損失となり、税金等調整前四半期純損失は４億83百万円と
なりました。 

その結果四半期純損失は５億78百万円となりました。 

 

【ソリューション事業】 

ソリューション事業においては、引き続きコピー機や複合機のＯＡ機器販売や法人携帯サービ
スの販売は、テレマーケティングシステムの活用や販売組織の専属化により販売展開が順調に推
移し、ＯＡ機器販売は概ね予定通り推移しました。また、コールセンター事業では、人材の確保
など順調に推移し回線獲得件数は概ね予定通り推移しました。 
以上により売上高は、前年同期の68億58百万円から0.3%減少し68億37百万円となり営業損益は、

前年同期の営業利益４億30百万円から34.3%減少し２億82百万円となりました。 
 
【モバイル事業】 

移動通信市場では、ワンセグやＧＰＳ、音楽配信、決済機能などに対応した高機能端末への取
替需要は堅調なものの、第三世代移動通信サービスへの移行需要の一巡、分離プランの導入とそ
れに伴う割賦方式での端末販売と新しい通信料金体系に係る初期需要の沈静化などもあり、総じ
て携帯端末販売は低調に推移しました。 
このような事業環境のもと当社グループでは、平成20年10月１日に東京都東部地区で事業を行

っていた14店舗を事業譲渡いたしました。 
その結果売上高は、前年同期の23億50百万円から31.5%減少し16億９百万円となり営業損益は、

前年同期の営業損失２億円から98百万円となりました。 
 
【サービス＆サポート事業】 

ＩＳＰサービスは、前期より取り組んでまいりました法人向けポータルサイトなど顧客サービ
スに注力し、子会社の(株)フレクソルにて取り組んでまいりました医療機関向けのファクタリン
グサービスは、平成20年６月をもって事業撤退をいたしました。売上高は前年同期の９億51百万
円から15.3%減少し８億６百万円となり、営業利益は前年同期の74百万円から64.5%増加し１億23
百万円となりました。 

 

【マーキングサプライ事業】 

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

ッジの売上が低迷し、売上高は、105億56百万円となり、利益面では営業債権に対する貸倒引当金
を計上した結果、営業利益17百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 
当第２四半期連結会計期間末における流動資産は105億69百万円となり、前期末より27億49百万

円減少しました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ７億23百万円、３億
56百万円減少し、金融サービス事業の事業譲渡により金融債権未収入金が８億76百万円減少した
ことによるものです。固定資産は、56億64百万円となり前期末より４億42百万円減少いたしまし
た。これは主に事業譲渡に伴いのれんが４億21百万円減少したことによるものです。この結果、
資産合計は前期末より31億91百万円減少し、162億34百万円となりました。 
(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は103億23百万円となり、前期末より22億41百万
円減少しました。これは主に短期借入金が10億54百万円減少したことによるものです。固定負債
は、28億55百万円となり、前期末より３億93百万円減少しました。これは主に長期借入金が１億
22百万円減少したことによるものです。この結果、負債合計は前期末より26億34百万円減少し、
131億78百万円となりました。 
(純資産) 

当第２四半期連結累計期間末における純資産は30億55百万円となり、前期末より５億56百万円
減少しました。これは主に第３者割当増資に伴う新株発行により、資本金、資本剰余金がそれぞ
れ、１億88百万円、１億88百万円増加し、四半期純損失５億78百万円、配当金の支払い２億14百
万円によるものです。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果獲得した資金は、29百万円となりました。これは主に売上債権の減少３億59百
万円、たな卸資産の減少３億98百万円及び仕入債務の減少９億14百万円等によるものです。 
(投資活動によるキャッシュ･フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は、11億79百万円となりました。これは主に金融サービス事業の
撤退により株式売却したことによる収入５億25百万円及び事業譲渡前受金４億59百万円等による
ものです。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、16億１百万円となりました。これは主に配当金の支払い２億
14百万円、社債の償還による支出４億67百万円、短期借入金の返済による支出10億54百万円等
によるものです。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、平成20年５月21日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
 
４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

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

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年
度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、
前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法に
よっております。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
(1) 当連結会計年度より｢四半期財務諸表に関する会計基準｣(企業会計基準12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、
｢四半期連結財務諸表等規則｣に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

(2) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

(3) 返品調整引当金の計上につきましては、将来に予想される返品に備えるため、過去の返品実
績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相当額を計上しております。 

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

等の整備により、返品実績率等の把握が可能となったことに伴い、より適切な期間損益計算及
び財務健全性の観点から、当第１四半期連結会計期間より、返品調整引当金を計上することに
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いたしました。 
なお、この変更により、期首時点における過年度相当額28,817千円は特別損失に計上してお

ります。 
この結果、従来と同一の基準によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上総利益

が、6,344千円増加し、営業損失及び経常損失は、それぞれ同額減少するとともに、税金等調
整前四半期純損失が22,473千円増加しております。 

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

当第１四半期連結会計期間より、当社グループのデリバティブ取引に係るヘッジ方針等を見
直したことに伴い、予定取引のうちヘッジ会計の要件を満たす為替予約取引等について、繰延
ヘッジ処理を採用しております。この変更により繰延ヘッジ損益を△16,166千円計上するとと
もに、当第２四半期連結累計期間の特別利益にデリバティブ評価益74,910千円を計上しており
ます。 
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５．四半期連結財務諸表 
 (1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,845,077 3,568,351

受取手形及び売掛金 5,084,813 5,440,864

商品 2,172,471 2,586,862

仕掛品 19,750 －

原材料 5,448 5,817

その他 550,318 1,828,317

貸倒引当金 △108,117 △110,811

流動資産合計 10,569,762 13,319,401

固定資産   

有形固定資産 2,814,166 2,847,287

無形固定資産   

のれん 463,561 885,479

その他 104,874 87,494

無形固定資産合計 568,436 972,974

投資その他の資産   

その他 2,522,229 2,355,306

貸倒引当金 △140,241 △68,851

投資損失引当金 △100,000 －

投資その他の資産合計 2,281,987 2,286,455

固定資産合計 5,664,590 6,106,716

資産合計 16,234,353 19,426,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,143,075 4,056,455

短期借入金 2,800,000 3,854,000

1年内返済予定の長期借入金 1,847,479 1,850,380

1年内償還予定の社債 200,000 567,850

未払法人税等 82,772 123,655

賞与引当金 165,225 125,942

返品調整引当金 22,473 －

その他 2,062,924 1,986,980

流動負債合計 10,323,950 12,565,264
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

固定負債   

社債 500,000 600,000

長期借入金 1,951,596 2,073,885

退職給付引当金 27,140 27,073

その他 376,296 547,745

固定負債合計 2,855,032 3,248,704

負債合計 13,178,982 15,813,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 961,058 772,606

資本剰余金 890,160 701,722

利益剰余金 495,293 1,288,268

自己株式 △330,036 △330,036

株主資本合計 2,016,477 2,432,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,010 △5,025

繰延ヘッジ損益 △16,166 －

為替換算調整勘定 △1,097 △5,811

評価・換算差額等合計 △22,273 △10,836

少数株主持分 1,061,167 1,190,424

純資産合計 3,055,370 3,612,149

負債純資産合計 16,234,353 19,426,118

株式会社エフティコミュニケーションズ（2763）平成21年3月期第2四半期決算短信

-6-



 (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）

当第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) 

売上高 19,738,208

売上原価 15,298,141

売上総利益 4,440,066

返品調整引当金戻入額 6,344

差引売上総利益 4,446,411

販売費及び一般管理費 4,519,958

営業損失（△） △73,546

営業外収益  

受取ロイヤリティー 16,995

その他 32,865

営業外収益合計 49,861

営業外費用  

支払利息 57,295

その他 12,402

営業外費用合計 69,697

経常損失（△） △93,382

特別利益  

デリバティブ評価益 74,910

その他 610

特別利益合計 75,521

特別損失  

減損損失 217,304

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

特別損失合計 466,009

税金等調整前四半期純損失（△） △483,871

法人税、住民税及び事業税 91,070

法人税等調整額 5,195

法人税等合計 96,265

少数株主損失（△） △2,090

四半期純損失（△） △578,046
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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) 

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（△） △483,871

減価償却費 84,526

減損損失 217,304

のれん償却額 110,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） 68,809

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,683

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40

受取利息及び受取配当金 △5,759

支払利息 57,295

店舗閉鎖損失 43,727

関係会社株式売却損益（△は益） 45,790

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

売上債権の増減額（△は増加） 359,602

たな卸資産の増減額（△は増加） 398,463

仕入債務の増減額（△は減少） △914,433

その他 64,805

小計 213,521

利息及び配当金の受取額 6,493

利息の支払額 △65,562

法人税等の支払額 △125,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,159

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

定期預金の払戻による収入 384,039

固定資産の取得による支出 △52,952

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

貸付けによる支出 △18,600

貸付金の回収による収入 21,908

差入保証金の差入による支出 △117,754

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

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
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（単位：千円）

当第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) 

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

長期借入金の返済による支出 △125,190

社債の償還による支出 △467,850

株式の発行による収入 376,891

連結子会社の自己株式取得による支出 △103,137

配当金の支払額 △214,929

少数株主への配当金の支払額 △13,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,601,560

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △386,499

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,543,700
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
当第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) 

 

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

(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各事業の主な事業内容 

事業区分 主要商品又はサービス 

ソリューション事業 
ＯＡ機器、ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、
複合機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数
料、Ｗｅｂ構築パック、電気通信設備工事 

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料 

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、金融サービス（ファクタリング） 

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品 

３ 会計処理方法の変更 

(返品調整引当金) 

当第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。 

 

【所在地別セグメント情報】 
全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えているため、所在地別のセグ

メント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 
海外売上高が、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第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) 
当社は、平成 20 年８月 29 日付で、株式会社光通信から第三者増資の払い込みを受けました。

この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が１億 88 百万円、資本準備金が１億 88 百
万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金額９億 61 百万円、資本剰余金が８億
90 百万円となっております。 
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６．その他の情報 

         
[参考資料] 
1. 前第２四半期連結累計期間に係る財務諸表等 

 

(1) （要約）前中間連結損益計算書                         

 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額（単位:千円） 

Ⅰ 売上高 10,064,888

Ⅱ 売上原価 6,144,712

   売上総利益 3,920,175

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,977,942

   営業損失(△) △57,767

Ⅳ 営業外収益 92,539

Ⅴ 営業外費用 64,704

   経常損失(△) △29,931

Ⅵ 特別利益 6,907

Ⅶ 特別損失 6,222

税金等調整前四半期

純損失(△) 
△29,247

   税金費用 102,745

   少数株主利益 43,448

   四半期純損失(△) △175,442
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(2) （要約）前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19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純損失(△) △29,247

減価償却費 81,037

のれん償却額 107,897

貸倒引当金の増減(△)額 △21,232

賞与引当金の増減(△)額 1,980

受取利息及び受取配当金 △3,633

支払利息 26,210

売上債権の増(△)減額 △112,317

たな卸資産の増(△)減額 △24,106

金銭債権未収入金の増(△)減額 △522,969

営業貸付金の増(△)減額 △328,560

仕入債務の増減(△)額 △316,471

未払消費税等の増減(△)額 42,668

前受保守料の増減(△)額 △419,568

その他 △62,454

 小計 △1,580,767

利息及び配当金の受取額 4,004

利息の支払額 △26,444

法人税等の支払額 △85,151

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
△1,688,358

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金預入による支出 △117,000

定期預金の払戻による収入 170,000

固定資産の取得による支出 △88,006

貸付による支出 △134,400

貸付金の回収による収入 16,922

保証金差入による支出 △147,451

その他投資活動による支出 △2,714

その他投資活動による収入 21,644

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△281,005

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減 2,390,000

社債の償還による支出 △100,000

長期借入による収入 430,000

長期借入金の返済による支出 △77,856

株式の発行による収入 902

自己株式の取得による支出 △144,730

少数株主からの払込による収入 9,410

配当金の支払額 △215,610

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
2,292,115

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 322,751

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,021,600

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末残高 
1,344,352
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(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業

(千円) 

サービス＆サ

ポート事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
6,809,810 2,350,011 905,066 10,064,888 ― 10,064,888

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
48,402 141 46,122 94,666 (94,666) ―

計 6,858,213 2,350,152 951,188 10,159,554 (94,666) 10,064,888

営業利益 

又は営業損失(△) 
430,689 △200,345 74,835 305,180 (362,947) △57,767

(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各事業の主な事業内容 

事業区分 主要商品又はサービス 

ソリューション事業 ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合機、

セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料、Ｗ

ｅｂ構築パック、ｅ－Ｒａｎｋ、電気通信設備工事、法人携帯サー

ビス（法人向けモバイルソリューションサービス） 

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料 

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、オフィスサプライサービス、金

融サービス（ファクタリング） 
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