
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 フォーバルテレコム 上場取引所 東 

コード番号 9445 URL http://www.forvaltel.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 谷井 剛

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理本部長 （氏名） 山本 忠幸 TEL 03-3233-1301

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月11日

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） 

 

(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 7,662 ― 206 ― 208 ― 79 ―

20年3月期第2四半期 6,561 7.6 161 △63.1 165 △62.4 156 △74.5

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 479.14 479.00
20年3月期第2四半期 940.52 939.61

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 6,056 2,131 35.1 12,727.31
20年3月期 5,507 2,135 38.6 12,744.33

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,123百万円 20年3月期  2,125百万円

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 ― 1,000.00 ― 500.00 1,500.00
21年3月期 ― 700.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 800.00 1,500.00

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  
 

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 15,300 13.6 450 33.3 450 30.5 400 107.8 2,397.74

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  無  

(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．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想等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につい
ては、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
 
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。 

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2四半期  166,824株 20年3月期  166,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―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2四半期  166,800株 20年3月期第2四半期  166,752株



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２四半期連結会計期間における当社グループが位置する通信業界におきましては、ブロードバンド化が堅調に

増加しており、またモバイル端末からのデータ通信も大幅に増加しております。 

 一方インターネット利用に関する、個人情報・ウイルス・セキュリティ対策等の問題も顕著となってきておりま

す。  

  このような中、当社グループは光ファイバー対応ＩＰ電話「ＦＴフォン」の拡販を中心に、中小法人向けの各種サ

ービスを提供しております。 

 具体的には、当社単体において「ＦＴフォン」及び中小法人向けの割安電話サービス「fitコール」を中心に、イン

ターネットサービス・モバイルサービス・セキュリティサービス等を提供しております。 

  ㈱トライ・エックスグループでは、当社サービスを利用している顧客からのニーズが強い「ドキュメント・ソリュ

ーションサービス」を提供しております。同社グループにおいてはタクトシステム㈱を2008年４月に子会社化したこ

とにより、上流工程から最終工程まで一貫したサービスの提供が可能となっております。 

  また、㈱ＦＩＳソリューションズにおいては、当社サービスを利用している顧客へ「経営支援コンサルティング」

及び「保険サービス」を提供しております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間において、新通信サービス事業における債権区分を見直した結果、貸倒引当金繰

入額１億11百万円を特別損失に計上しています。  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の経営成績は、売上高が37億79百万円（前年同期比14.2％増）、営業利益

が84百万円（前年同期比26.4％増）、経常利益が89百万円（前年同期比29.5％増）、四半期純損失が27百万円（前年

同期比88百万円減）となりました。  

 なお、事業の種類別セグメントにつきましては次のとおりであります。 

①新通信サービス事業 

 「新通信サービス事業」におきましては、主に「ＦＴフォン」の拡販及び各種アドオン・サービスの強化等を進

め、また「おとくライン」サービスの新規獲得ユーザーの回線開通に注力した結果、当第２四半期連結会計期間の売

上高は28億48百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益は97百万円（前年同期比34.3％増）となりました。 

②旧音声系サービス事業 

 「旧音声系サービス事業」におきましては、前連結会計年度に引続き顧客ニーズが急増して採算性も高い「新通信

サービス事業」への移行を優先する施策を講じたことにより、当第２四半期連結会計期間の売上高は２億51百万円

（前年同期比20.2％減）、営業利益は977千円（前年同期比87.7％減）となりました。 

③ドキュメント事業 

 「ドキュメント事業」は、「印刷」「特注文具（ファイル・バインダー等）の製造及び販売」で構成しておりま

す。また、平成20年４月にタクトシステム㈱の株式を取得し、連結の範囲に含めております。なお、当第２四半期連

結会計期間の売上高は４億59百万円（前年同期比78.3％増）、営業損失は３百万円（前年同期比４百万円減）となり

ました。 

④経営・保険コンサルティング事業 

 「経営・保険コンサルティング事業」は、「経営支援コンサルティング」及び「保険サービス」で構成しておりま

す。なお、当第２四半期連結会計期間の売上高は１億69百万円（前年同期比6.3％減）、営業損失は６百万円（前年同

期比９百万円減）となりました。 

⑤その他事業 

 「その他事業」は、「情報通信機器販売等」で構成しております。なお、当第２四半期連結会計期間の売上高は49

百万円（前年同期比51百万円増）、営業損失は747千円（前年同期比２百万円減）となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。  

  

 ※平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期決算

短信（平成20年８月８日開示）をご参照ください。 

  

  

  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（流動資産）   

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は38億14百万円となり、前連結会計年度末比33百万円の増加

となりました。これは主に、現金及び預金の減少（１億98百万円）及び受取手形及び売掛金の増加（２億93百万円）

によるものであります。  

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は22億42百万円となり、前連結会計年度末比５億15百万円の

増加となりました。これは主に、のれんの増加（３億30百万円）及び長期貸付金の増加（２億40百万円）によるもの

です。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は35億84百万円となり、前連結会計年度末比３億72百万円の

増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加（49百万円）及び短期借入金の増加（２億54百万円）に

よるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は３億39百万円となり、前連結会計年度末比１億80百万円の

増加となりました。これは主に、長期借入金の増加（65百万円）及び長期未払金の増加（１億10百万円）によるもの

であります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高は８百万円となりました。また、純資産の残高は21億31

百万円となり、前連結会計年度末比３百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利益の計上（79百万円）及

び剰余金の配当（83百万円）によるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億2

2百万円減少し、９億４百万円となりました。当第２四半期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＞ 

 営業活動の結果獲得した資金は、１億66百万円となりました。 

 これは主に、貸倒引当金の増加が１億23百万円、売上債権の減少が48百万円となったこと等によるものです。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は、１億20百万円となりました。 

 これは主に、貸付による支出が１億２百万円となったことによるものです。 

＜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、83百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の返済による支出が60百万円、配当金の支払が14百万円となったことによるものです。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期の業績及び今後の業界予想などを踏まえて、平成20年５月16日に公表しました平成21年３月期第２四半

期累計期間（連結・個別）業績予想と通期（連結・個別）業績予想を修正しました。 

 詳細は、本日平成20年11月13日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  



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 

該当事項はありません。  

  

（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。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりまし

たが、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 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として移動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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益への影響は軽微であります。  

  

  



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 929,850 1,128,556

受取手形及び売掛金 2,267,883 1,973,973

商品及び製品 6,804 2,501

仕掛品 96,732 8,148

原材料及び貯蔵品 16,235 13,517

その他 514,650 674,718

貸倒引当金 △18,052 △20,824

流動資産合計 3,814,104 3,780,592

固定資産   

有形固定資産 689,759 650,275

無形固定資産   

のれん 659,145 329,115

その他 370,459 375,403

無形固定資産合計 1,029,604 704,518

投資その他の資産   

その他 691,945 408,151

貸倒引当金 △168,842 △36,464

投資その他の資産合計 523,102 371,686

固定資産合計 2,242,467 1,726,480

資産合計 6,056,572 5,507,073

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,860,759 1,811,188

短期借入金 1,035,520 781,493

未払法人税等 6,949 36,805

賞与引当金 74,095 40,072

役員賞与引当金 7,000 14,000

その他 600,355 528,820

流動負債合計 3,584,680 3,212,380

固定負債   

長期借入金 65,054 －

退職給付引当金 107,710 101,978

その他 167,144 57,362

固定負債合計 339,908 159,341

負債合計 3,924,588 3,371,721



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 541,454 541,254

資本剰余金 41,453 41,253

利益剰余金 1,536,722 1,540,087

株主資本合計 2,119,630 2,122,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,589 3,158

評価・換算差額等合計 3,589 3,158

少数株主持分 8,763 9,598

純資産合計 2,131,984 2,135,352

負債純資産合計 6,056,572 5,507,073



（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 7,662,429

売上原価 6,529,333

売上総利益 1,133,096

販売費及び一般管理費 926,963

営業利益 206,133

営業外収益  

受取利息 5,979

受取手数料 4,407

その他 4,088

営業外収益合計 14,474

営業外費用  

支払利息 9,970

その他 2,224

営業外費用合計 12,194

経常利益 208,413

特別利益  

固定資産売却益 1,548

投資有価証券売却益 1,175

その他 500

特別利益合計 3,224

特別損失  

貸倒引当金繰入額 111,500

投資有価証券売却損 2,258

リース解約損 1,729

その他 8,950

特別損失合計 124,438

税金等調整前四半期純利益 87,198

法人税、住民税及び事業税 6,157

法人税等調整額 1,840

法人税等合計 7,998

少数株主損失（△） △720

四半期純利益 79,921



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,779,211

売上原価 3,224,074

売上総利益 555,136

販売費及び一般管理費 470,929

営業利益 84,207

営業外収益  

受取利息 3,959

受取手数料 3,507

その他 2,399

営業外収益合計 9,866

営業外費用  

支払利息 3,977

その他 398

営業外費用合計 4,375

経常利益 89,698

特別損失  

貸倒引当金繰入額 111,500

リース解約損 302

その他 6,453

特別損失合計 118,255

税金等調整前四半期純損失（△） △28,557

法人税、住民税及び事業税 4,445

法人税等調整額 △4,619

法人税等合計 △173

少数株主損失（△） △406

四半期純損失（△） △27,977



（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利益 87,198

減価償却費 70,896

のれん償却額 37,057

貸倒引当金の増減額（△は減少） 129,605

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,676

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,731

受取利息及び受取配当金 △6,382

支払利息 9,970

売上債権の増減額（△は増加） △19,891

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,634

未収入金の増減額（△は増加） △8,097

その他の流動資産の増減額（△は増加） 46,702

その他の固定資産の増減額（△は増加） △20,832

仕入債務の増減額（△は減少） △35,198

その他の流動負債の増減額（△は減少） 92,946

その他 △3,600

小計 342,148

利息及び配当金の受取額 6,384

利息の支払額 △13,798

法人税等の支払額 △36,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,455

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 △14,938

定期預金の払戻による収入 131,476

有形固定資産の取得による支出 △57,955

有形固定資産の売却による収入 7,470

無形固定資産の取得による支出 △102,503

投資有価証券の取得による支出 △1,806

投資有価証券の売却による収入 15,750

子会社株式の取得による支出 △358,584

保険積立金の解約による収入 77,489

貸付けによる支出 △103,691

貸付金の回収による収入 42,300

その他 6,197

投資活動によるキャッシュ・フロー △358,795

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） 228,000

長期借入金の返済による支出 △307,606

株式の発行による収入 400

配当金の支払額 △83,216

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222,762

現金及び現金同等物の期首残高 1,126,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 904,192



 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 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

a．事業の種類別セグメント情報 

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

  

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

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主なサービスの名称 

事業は市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

    ２．事業区分の方法の変更 

 「経営・保険コンサルティング事業」については、第１四半期連結会計期間における当該セグメントの営業

損失の金額が全セグメントの営業利益の金額の１０％超となったため、第１四半期連結累計期間より「その他

事業」から区分表示しております。  

  

  
新通信 

サービス事業
（千円） 

旧音声系 
サービス事業 
（千円） 

ドキュメント
事業 

（千円） 

経営・保険
コンサルティ
ング事業 
（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 
 2,848,834  251,781  459,978  169,123  49,492  3,779,211  －  3,779,211

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 4,239  －  3,580  △2,766  9,578  14,633 (14,633)  －

計  2,853,074  251,781  463,559  166,357  59,071  3,793,844 (14,633)  3,779,211

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 97,128  977  △3,334  △6,988  △747  87,036  (2,828)  84,207

  
新通信 

サービス事業
（千円） 

旧音声系 
サービス事業 
（千円） 

ドキュメント
事業 

（千円） 

経営・保険
コンサルティ
ング事業 
（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 
 5,738,314  520,813  992,289  300,761  110,251  7,662,429  －  7,662,429

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 9,441  －  4,029  －  10,864  24,335 (24,335)  －

計  5,747,756  520,813  996,318  300,761  121,115  7,686,765 (24,335)  7,662,429

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 230,663  5,403  △857  △27,684  1,436  208,961  (2,828)  206,133

事業区分 主要なサービス 

新通信サービス事業 法人向けＶｏＩＰサービス・おとくラインサービス他 

旧音声系サービス事業 市外電話再販サービス・市内電話再販サービス他 

ドキュメント事業 普通印刷・特注文具（ファイル・バインダー等）の製造及び販売 

経営・保険コンサルティング事業 経営支援コンサルティング・保険サービス 

その他事業 情報通信機器販売等 



b．所在地別セグメント情報  

 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）において、本邦以外の国又は地

域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

c．海外売上高 

 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）において、海外売上高がないた

め、該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,561,725  100.0

Ⅱ 売上原価        5,588,295  85.2

売上総利益        973,429  14.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        811,934  12.4

営業利益        161,494  2.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  3,623            

２．受取配当金  299            

３．受取手数料  2,142            

４．家賃収入  2,740            

５．保険配当金  308            

６．その他  1,251  10,366  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  5,454            

２．株式交付費  1,021            

３．その他  311  6,787  0.1

経常利益        165,073  2.5

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産除却損  1,160            

２．リース解約損  636            

３．投資有価証券評価損  1,357            

４．その他  93  3,247  0.0

税金等調整前中間純利益        161,825  2.5

法人税及び事業税  16,128            

法人税等調整額  △6,303  9,825  0.1

少数株主利益又は損失
（△）       △4,832 △0.0

中間純利益        156,833  2.4

        



（２）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利益  161,825

減価償却費   51,269

のれん償却額   18,702

貸倒引当金の増加額   11,634

賞与引当金の増加額（△減少額）   1,197

役員賞与引当金の増加額（△減少額）  △28,000

退職給付引当金の増加額  4,666

受取利息及び配当金  △3,923

受取手数料  △2,142

支払利息   5,454

固定資産除却損   1,160

投資有価証券評価損   1,357

売上債権の減少額（△増加額）  △416,682

たな卸資産の増加額  △643

未収入金の減少額（△増加額）   17,440

その他流動資産の減少額  605

その他固定資産の減少額（△増加額）  △28,296

仕入債務の増加額（△減少額）  △26,670

その他流動負債の減少額 △10,453

小計 △241,496

利息及び配当金の受取額  3,923

利息の支払額  △9,039

法人税等の支払額  △5,701

営業活動によるキャッシュ・フロー △252,314

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  △1,200

定期預金の払戻による収入   1,200

有形固定資産の取得による支出  △38,567

無形固定資産の取得による支出  △19,759

新規連結子会社株式の取得による支出  △185,674

投資有価証券の取得による支出  △10,730

投資有価証券の売却による収入   10,128

貸付による支出  △530,000

貸付金の回収による収入  286,970

その他   2,142

投資活動によるキャッシュ・フロー △485,489

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額   160,000

長期借入金の返済による支出  △140,499

配当金の支払額  △154,114

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,613

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △872,417

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,339,011

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  466,594

    



（３）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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

   （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主なサービスの名称 

事業は市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

     ２．事業区分の方法の変更 

 平成21年３月期第１四半期より「経営・保険コンサルティング事業」をセグメント上に追加しております。

この変更は、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）における当該セグメ

ントの営業損失の金額が全セグメントの営業利益の金額の１０％超となったため、「その他事業」から区分表

示しております。 

  

  
新通信 

サービス事業 
（千円） 

旧音声系
サービス事業
（千円） 

ドキュメント
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 
 4,984,607  665,744  558,969  352,403  6,561,725  －  6,561,725

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,964  －  4,273  －  6,237 (6,237)  －

計  4,986,571  665,744  563,243  352,403  6,567,962 (6,237)  6,561,725

営業費用   4,839,657  649,298  548,906  368,605  6,406,467 (6,237)  6,400,230

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 146,914  16,446  14,336  △16,202  161,494  －  161,494

事業区分 主要なサービス 

新通信サービス事業 法人向けＶｏＩＰサービス・おとくラインサービス他 

旧音声系サービス事業 市外電話再販サービス・市内電話再販サービス他 

ドキュメント事業 普通印刷・特注文具（ファイル・バインダー等）の製造及び販売 

その他事業 経営支援コンサルティング・保険サービス・情報通信機器販売 

b．所在地別セグメント情報  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

c．海外売上高 

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  
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