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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 5,457 △54.5 170 ― 165 ― 41 ―

20年5月期第2四半期 11,988 56.1 △1,547 ― △1,712 ― △2,290 ―

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5月期第2四半期 148.61 ―

20年5月期第2四半期 △16,396.94 ―

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5月期第2四半期 4,806 △447 △9.5 △1,016.34

20年5月期 2,684 △1,960 △74.4 △10,707.84

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  △455百万円 20年5月期  △1,996百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  無  
 

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 12,290 ― 250 ― 220 ― 40 ― 110.17

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 
1.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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、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。 
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。  

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5月期第2四半期  449,582株 20年5月期  189,425株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  ―株 20年5月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  277,020株 20年5月期第2四半期  139,718株
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＜業績の概要＞ 

当第２四半期会計期間における我が国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融市場
の混乱を背景に、企業業績の悪化による設備投資の減少、実質所得の低下や金融資産の目減りなどによる
個人消費の鈍化など、景気後退色が一段と高まっております。 
 このような状況のもと、当社グループでは前連結会計年度に実施した大規模な事業再編を基盤とし、コ
スト構造の見直しやビジネスモデルの再構築に注力することで企業価値の最大化に取り組んでまいりまし
た。 
 その結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高が3,206百万円、営業利益が185百万円、経常利
益が191百万円、四半期純利益が178百万円となりました。 
 また、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が5,457百万円、営業利益が170百万円、経常利益が
165百万円、四半期純利益が41百万円となりました。 

  

＜当第２四半期のセグメント別の状況＞ 

〔情報インフラ事業〕 
携帯電話販売につきましては、当社と同様に関西地区での携帯電話店を展開している株式会社フリーモ

バイルおよび株式会社ウェストウェーブの全株式を取得し完全子会社化し、事業規模ならびに利益の拡大
に取り組んだことにより、当第２四半期累計期間の売上高は2,333百万円となりました。 
 ＤＳＬサービス「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ」につきましては、当社の携帯電話の販売店舗および取次ぎ代理
店を主な販路として事業を展開しております。 
 当第２四半期連結会計期間におきましては、第１四半期会計期間に引き続き取次ぎ代理店数を増加させ
ることに注力いたしましたが、競合するＦＴＴＨ回線サービスの低価格化および回線事業者からの取り扱
い条件の悪化により、顧客の純増に大きく苦戦を強いられる状況となったため、当第２四半期累計期間の
売上高は429百万円となりました。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は2,030百万円、営業損益は183百万
円の利益となりました。 
 また、当第２四半期連結累計期間における当事業の連結売上高は3,094百万円、営業損益は205百万円の
利益（前年同期は336百万円の損失）となりました。 

  

〔法人ソリューション事業〕 
「ＩＴソリューションパック」につきましては、前連結会計年度の事業再編による営業拠点を基盤と

し、営業活動範囲を拡大したことにより、当第２四半期累計期間の売上高は586百万円となりました。 
 ＯＡ機器販売につきましては、当社の子会社である株式会社イリアスにて、ほぼ計画通りに推移したこ
とにより、当第２四半期累計期間の売上高は493百万円となりました。 
 法人向け携帯電話につきましては、市場の状況を鑑み競合他社との競争力を高めるため、営業人員の増
員を主軸とした販売体制の強化を図ったことにより、当第２四半期累計期間の売上高は656百万円となり
ました。 
 サービスサポートにつきましては、前連結会計年度に引き続き「ＩＴソリューションパック」の付帯サ
ービスや「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ」のサポート業務等を行っておりますが、営業生産性及び利益確保を重視
した組織体制による営業活動を維持していることにより、当第２四半期累計期間の売上高は190百万円と
なりました。 
 ビジネスフォンにつきましては、第１四半期連結会計期間に引き続き、積極的な新規顧客の獲得は停止
しているものの、既存顧客からの買換え需要があるため、当第２四半期累計期間の売上高は162百万円と
なりました。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は989百万円、営業損益は25百万円
の損失となりました。 
 また、当第２四半期連結累計期間における当事業の連結売上高は2,109百万円、営業損益は17百万円の
損失（前年同期は424百万円の損失）となりました。 

  

・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
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〔ファイナンス事業〕 
当事業セグメントにおける投資事業およびリース事業につきましては、前連結会計年度に引き続き新た

な投資は行わず、当社が保有する有価証券およびリース資産の売却を進めております。 
 また、当社の連結子会社であるリアルマーケティング・ショップ株式会社における、リアル店舗での住
宅ローンや各種保険などの金融商品の販売請負に注力しました。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は143百万円、営業損益は54百万円
の利益となりました。 
 また、当第２四半期連結累計期間における当事業の連結売上高は202百万円、営業損益は32百万円の利
益（前年同期は118百万円の損失）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ840百万円増加し、2,575百万円となりました。これは、売掛金が
369百万円、たな卸資産が363百万円それぞれ増加したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,281百万円増加し、2,230百万円となりました。これは、有形固
定資産が192百万円、のれんが777百万円、差入保証金が315百万円それぞれ増加したことなどによりま
す。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べ540百万円減少し、3,614百万円となりました。これは、前受金が
196百万円、解約調整引当金が169百万円、一年以内返済予定長期借入金が110百万円それぞれ減少したこ
となどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,149百万円増加し、1,639百万円となりました。これは、長期借
入金が960百万円増加したことなどによります。  
 純資産の債務超過額は、前連結会計年度末に比べ1,512百万円減少して447百万円となりました。これ
は、主として第三者割当増資1,499百万円を行ったことなどによります。 
  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により348百万円減少
し、投資活動により1,476百万円減少し、財務活動により1,211百万円増加し、以上の結果、現金及び現金
同等物の当四半期末残高は、第１四半期連結会計期間末に比べ612百万円減少の426百万円となりました。
  

(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、348百万円となりました。これは主に法人税等の納付および未払金の
減少などによります。 
  

(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、1,476百万円となりました。これは主に、連結範囲の変更に伴う子会
社株式の取得による支出などによります。 
  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得た資金は、1,211百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加などによりま
す。 

  

  

当第２四半期累計期間における当社の連結経営成績は、本日付「平成21年５月期第２四半期累計期間業
績予想との差異に関するお知らせ」で発表のとおり、連結業績予想との差異が発生しておりますが、発生
要因は一過性の性質が濃く、当社を取り巻く環境は依然厳しく不透明であるため、平成20年10月24日付
「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表の通期業績予想に変更はありません。 
 なお、業績見通し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいてお
ります。従いまして、これらの業績見通し等に全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたし
ます。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債および純資産の状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便的な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

②たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出については、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しております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤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、前連結会計年度以降に経営環境及び一時差異等の

状況に著しい差異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を利

用する方法によっております。 

  

⑥連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異がある場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。 

 取引金額に差異がある場合で、当該差異に重要性が乏しい場合には、金額の僅少な会社にあわせ

る方法により相殺消去しております。 

  

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。 

  

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)

(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

(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
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② 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 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主とし 

   て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。これによる損益への影響は軽微であります。 
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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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 426,471 611,822

売掛金 1,396,616 1,027,582

有価証券 100,000 100,000

営業投資有価証券 121,117 140,227

商品 376,774 13,580

前払費用 67,159 60,457

立替金 176,182 200,298

その他 157,109 7,357

貸倒引当金 △245,541 △426,107

流動資産合計 2,575,890 1,735,219

固定資産   

有形固定資産   

建物 325,678 65,629

減価償却累計額 △114,841 △35,919

減損損失累計額 △6,087 △6,087

工具、器具及び備品 1,387,430 1,302,106

減価償却累計額 △1,248,232 △1,174,739

減損損失累計額 △41,387 △41,269

有形固定資産合計 302,561 109,720

無形固定資産   

のれん 777,627 －

ソフトウエア 43,764 58,731

その他 5,776 10,126

無形固定資産合計 827,168 68,858

投資その他の資産   

投資有価証券 39,811 50,339

長期前払費用 50,610 9,174

差入保証金 1,000,399 684,870

その他 261,697 266,102

貸倒引当金 △251,998 △240,147

投資その他の資産合計 1,100,521 770,338

固定資産合計 2,230,251 948,917

資産合計 4,806,142 2,684,136

- 6 -



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 915,193 781,417

短期借入金 754,595 790,000

1年内返済予定の長期借入金 265,000 375,000

未払金 783,935 797,252

未払費用 127,471 225,345

未払法人税等 44,028 65,920

前受金 284,463 481,038

預り金 180,117 181,283

解約調整引当金 182,631 352,000

賞与引当金 49,676 11,152

その他 27,229 94,051

流動負債合計 3,614,342 4,154,461

固定負債   

長期借入金 960,000 －

繰延税金負債 － 115

退職給付引当金 103,966 147,395

偶発損失引当金 193,406 －

負ののれん 136,116 155,562

その他 246,089 187,140

固定負債合計 1,639,579 490,214

負債合計 5,253,922 4,644,675

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,249,997 6,476,578

資本剰余金 749,997 2,295,361

利益剰余金 △2,455,137 △9,827,841

自己株式 － △940,402

株主資本合計 △455,142 △1,996,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,787 94

評価・換算差額等合計 △1,787 94

少数株主持分 9,149 35,670

純資産合計 △447,780 △1,960,539

負債純資産合計 4,806,142 2,684,136
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(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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 5,457,019

売上原価 3,422,604

売上総利益 2,034,414

販売費及び一般管理費 1,863,787

営業利益 170,627

営業外収益  

受取利息 513

受取配当金 10

受取手数料 1,013

受取保険金 1,145

負ののれん償却額 19,445

その他 24,769

営業外収益合計 46,897

営業外費用  

支払利息 21,981

貸倒引当金繰入額 10,019

株式交付費 5,433

その他 14,379

営業外費用合計 51,814

経常利益 165,710

特別利益  

固定資産売却益 45

固定資産処分益 4,375

その他 6,416

特別利益合計 10,837

特別損失  

有形固定資産除却損 10,037

投資有価証券評価損 8,727

中途解約違約金損失 112,429

店舗閉鎖損失 4,500

その他 847

特別損失合計 136,541

税金等調整前四半期純利益 40,006

法人税、住民税及び事業税 25,359

法人税等調整額 －

法人税等合計 25,359

少数株主利益 △26,520

四半期純利益 41,167
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【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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 3,206,636

売上原価 1,970,348

売上総利益 1,236,288

販売費及び一般管理費 1,050,468

営業利益 185,820

営業外収益  

受取利息 446

受取手数料 255

負ののれん償却額 9,722

その他 23,122

営業外収益合計 33,547

営業外費用  

支払利息 12,344

貸倒引当金繰入額 5,275

株式交付費 5,433

その他 4,349

営業外費用合計 27,401

経常利益 191,966

特別利益  

固定資産売却益 45

固定資産処分益 4,375

その他 5,797

特別利益合計 10,218

特別損失  

有形固定資産除却損 10,037

投資有価証券評価損 8,727

その他 618

特別損失合計 19,383

税金等調整前四半期純利益 182,800

法人税、住民税及び事業税 19,750

法人税等調整額 －

法人税等合計 19,750

少数株主利益 △15,540

四半期純利益 178,590
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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６月１日 
 至 平成20年11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 40,006

減価償却費 46,972

長期前払費用償却額 4,542

のれん償却額 26,264

負ののれん償却額 △19,445

固定資産除却損 10,037

固定資産売却損益（△は益） △45

投資有価証券評価損益（△は益） 8,727

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,692

受取利息及び受取配当金 △523

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,039

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,429

解約調整引当金の増減額（△は減少） △169,368

支払利息 21,981

株式交付費 5,433

売上債権の増減額（△は増加） 178,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,364

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 19,109

仕入債務の増減額（△は減少） △92,513

未払消費税等の増減額（△は減少） △91,042

未払金の増減額（△は減少） △341,312

前受金の増減額（△は減少） △38,180

その他 △150,716

小計 △574,423

利息及び配当金の受取額 605

利息の支払額 △21,454

法人税等の支払額 △104,640

営業活動によるキャッシュ・フロー △699,912

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △42,269

有形固定資産の売却による収入 62

投資有価証券の取得による支出 △360

差入保証金の差入による支出 △13,676

差入保証金の回収による収入 238,581

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,456,177

その他 △8,318

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,282,159
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 99,027

短期借入金の返済による支出 △646,716

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △350,000

新株予約権付社債の発行による収入 1,500,000

転換社債の償還による支出 △1,500,000

株式の発行による収入 1,494,561

配当金の支払額 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,796,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △185,351

現金及び現金同等物の期首残高 611,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 426,471
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

当社グループは、前連結会計年度において1,101百万円、当第２四半期連結累計期間において699百

万円のマイナス営業キャッシュ・フローとなっております。 

 また、前連結会計年度において、1,960百万円の債務超過となったことから、平成20年８月１日に

株式会社光通信を割当先とする総額1,500百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたし

ましたが、発行後当社の株価が想定を大きく下回って推移したことにより発行目的であった債務超過

の解消に向けた自己資本への充当が果たせなくなりました。従って、平成20年９月26日に当該無担保

転換社債型新株予約権付社債を全額買入消却し、新たに平成20年９月29日に株式会社光通信を割当先

とする総額1,499百万円の新株式を発行し、債務超過額の圧縮を行いましたが、当第２四半期連結会

計期間末において447百万円の債務超過となっており、当社グループは、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、下記の取組みを実施いたしました。 

・ 情報インフラ事業 

平成20年10月1日に株式会社ジェイ・コミュニケーションおよび株式会社光通信より当該事業の事

業規模および利益の拡大を目的として、株式会社フリーモバイル及び株式会社ウェストウェーブの全

株式を取得いたしました。 

また既存店舗は、第1四半期連結会計期間に引続き、採算性の向上に努めました。 

・ 法人ソリューション事業 

第1四半期連結会計期間に引続き、法人向け携帯電話の販売規模を拡大するため、営業要員の増強

をいたしました。 

  

当第３四半期連結会計期間において、各事業別に以下の取り組みを行い、当連結会計年度中に債務超

過を解消するよう図ってまいります。 

① 情報インフラ事業 

平成20年10月１日に取得した、株式会社フリーモバイルを平成20年12月1日に当社を存続会社とす

る吸収合併を行い、販売管理業務および経営管理業務を一元化し、コスト削減等による収益の改善や

意思決定の迅速化、コミュニケーションの円滑化などを見込んでおり、継続的な安定成長を目指しま

す。また、本合併により当社の財務体質が改善され、当社の早期債務超過解消を図ります。 

② 法人ソリューション事業 

当第１四半期連結会計期間に引続き、主力商材「ＩＴソリューションパック」のレンタル事業を展

開し、継続収入型のビジネスモデルの定着を図るとともに、法人向け携帯電話販売において、営業要

員の増員および販売代理店の強化を図ります。 

なお、引続き、親会社である株式会社光通信および業務提携先であるＳＢＩホールディングス株式会

社の指導のもと、計画的な早期業績回復に努めてまいります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を反映し

ておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結会計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

  

 
※１ 平成20年９月29日に株式会社光通信を割当先とする総額1,499,994千円の新株式を発行しました。 

 ２ 平成20年10月15日に総額8,271,939千円の欠損てん補をしました。 

 ３ 平成20年８月29日に自己株式940,402千円を全額消却しました。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年５月31日残高(千円) 6,476,578 2,295,361 △ 9,827,841 △ 940,402 △ 1,996,304

当第２四半期連結会計期間末
までの変動額（千円）

 新株の発行※１ 749,997 749,997 1,499,994

 欠損填補※２ △5,976,578 △2,295,361 8,271,939 ─

 四半期純利益 41,167 41,167

 自己株式の消却※３ △940,402 940,402 ─

当第２四半期連結会計期間末
までの変動額合計(千円)

△5,226,580 △1,545,363 7,372,704 940,402 1,541,162

当第２四半期連結会計期間末
残高(千円)

1,249,997 749,997 △2,455,137 ─ △455,142
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（要約）前中間連結損益計算書 

  

   

「参考資料」

前中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 11,988,272 100.0

Ⅱ 売上原価 7,710,962 64.3

   売上総利益 4,277,310 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,825,221 48.6

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,547,911 △12.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,752

 ２ 受取配当金 8

 ３ 受取手数料 1,079

 ４ 受取保険金 4,144

 ５ 販売支援金 51,252

 ６ 負ののれん償却 19,445

 ７ 消費税免税益 16,242

 ８ その他 18,288 113,214 0.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 62,986

 ２ 支払手数料 50,549

 ３ 持分法による 
   投資損失

1,064

 ４ 貸倒引当金繰入額 149,619

 ５ その他 13,162 277,382 2.3

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△1,712,080 △14.3

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 203

 ２ 事業譲渡益 312,793

 ３ その他 5,561 318,558 2.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 73,972

 ２ 営業投資有価証券 
   評価損

82,138

 ３ たな卸資産評価損 39,350

 ４ 持分法変動損失 58,335
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前中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

 ５ 臨時償却費 257,673

 ６  事業再編損失 321,732

 ７  その他 48,177 881,382 7.4

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益 
   又は税金等調整前中 
   間(当期)純損失(△)

△2,274,903 △19.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

46,202

   法人税等調整額 ─ 46,202 0.4

   少数株主利益又は 
   少数株主損失（△）

△30,159 △0.3

   中間(当期)純 
   損失(△)

△2,290,947 △19.1
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（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６月１日
至 平成19年11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

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益又は税金等調整前 
   中間(当期)純損失

△ 2,274,903

 ２ 減価償却費 400,563

 ３ 事業再編損失 321,732

 ４ 長期前払費用償却 12,127

 ５ 負ののれん償却額 △ 19,445

 ６ 臨時償却費 257,673

 ７ 貸倒引当金の増減額 181,312

 ８ 賞与引当金の増減額 △ 955

 ９ 退職給付引当金の増減額 △ 3,151

 10 役員退職慰労引当金の
   増減額

1,200

 11 解約調整引当金の増加額 153,000

 12 受取利息および受取配当金 △ 2,761

 13 支払利息 62,986

 14 固定資産除売却損 73,972

 15 営業投資有価証券評価損 82,138

 16 事業譲渡益 △ 312,793

 17 持分変動損失 58,335

 18 売上債権の増減額 △ 153,144

 19 たな卸資産の増減額 △ 210,185

 20 仕入債務の増減額 648,118

 21  営業投資有価証券の増減額 341,004

 22  未払消費税等の増減額 △ 135,679

 23 持分法による投資損失 1,064

 24 未払金の増減額 39,127

 25 前受金の増減額 474,261

 26 その他 26,442

    小計 22,024

 27 利息および配当金の受取額 2,728

 28 利息の支払額 △ 73,783

 29 法人税等の支払額 △ 42,079

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 91,109
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前中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得 
   による支出

△ 436,787

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入

33,513

 ３ 無形固定資産の取得 
   による支出

△ 8,896

 ４ 事業譲渡による収入 530,382

 ５ 差入保証金の 
   差入による支出

△ 73,207

 ６ 差入保証金の 
   返還による収入

262,314

 ７ その他 △ 1,633

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

305,685

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の 
   借入による収入

2,334,000

 ２ 短期借入金の 
   返済による支出

△ 1,245,000

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△ 2,512,682

 ４ 社債の発行による収入 499,971

 ５ 株式の発行による収入 999,983

 ６ 親会社による 
   配当金の支払額

△ 314

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

75,958

Ⅳ 現金および現金同等物 
  の増減額

290,534

Ⅴ 合併による現金および 
  現金同等物の増加額

183,051

Ⅵ 現金および現金同等物 
  の期首残高

1,378,753

Ⅶ 現金および現金同等物の
  中間期末(期末)残高

1,852,339
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