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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 499 ― △106 ― △110 ― △113 ―

20年3月期第3四半期 637 △35.3 △504 ― △513 ― △655 ―

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3四半期 △2,739.28 ―

20年3月期第3四半期 △22,427.63 ―

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3四半期 215 △341 △158.1 △8,266.60

20年3月期 465 △227 △48.8 △5,502.72

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  △341百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 750 △8.0 △162 ― △166 ― △172 ― △4,164.64

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【訂正的情報・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。 
業績予想の前提となる条件等については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 41,300株 20年3月期第3四半期 41,300株

1



 ㈱フリード(9423) 平成 21年 3月期第 3四半期決算短信 

- 2 - 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 3四半期連結会計期間においては、サブプライムローン問題が影響し金融不安が長期化して

いることに影響を受け、企業破綻、雇用の削減、景気の後退など、企業を取り巻く環境は厳しい状

況が続いております。加えて、当社の顧客対象である企業の事業環境はますます芳しくない状況と

なり、営業活動としても困難な傾向があります。 

こうした状況の中、当社は各種通信インフラサービスの加入取次ぎや再販による通信インフラの

提供を行うことを通じ、顧客企業が利用している通話や保守メンテナンス等の様々な商品・サービ

ス利用料の請求を一本化することで、煩雑な請求管理業務を簡易化するビリングサービス「フラデ

ィオ・コレクト」を提供しております。顧客既得権が通信キャリアに帰属する取次ぎ業務を行う同

業他社と比較すると、当社は顧客既得権があり毎月の請求業務による顧客接点に恵まれ継続取引が

容易な環境を作り上げおります。一方で、そういった顧客に機器の販売の提案を実施するものの、

顧客企業の事業環境が芳しくない状況であるためビジネスホンや複合機等のネットワーク関連機器

販売の新規取引においては苦戦を強いられております。 

 

（売上高） 

売上高につきましては、新規取引環境の悪化及び採用を実施したものの退職者が増加し全体とし

ては営業人員の減少したことにより、通信インフラサービスの加入取次ぎや再販やビジネスホンや

複合機等のネットワーク関連機器販売による売上高は苦戦いたしました。しかしながら、顧客企業

による自社ビリングサービス「フラディオ・コレクト」の継続的利用が安定して来ております。そ

の結果、当第3四半期連結累計期間におきましては、売上高が499,455千円となりました。 

 

（営業損益・経常損益） 

当第 3四半期連結会計期間においては、売上総利益率の高い通信インフラサービスの加入取次ぎ

や再販による売上が低調のため、全体の売上総利益率の低下も低調でありました。販売管理費に関し

ては安定したままであります。そのため、営業損益・経常損益に関しては、営業損失は 106,980千

円（前年同期比397,898千円の減少）、経常損失は 110,953千円（前年同期比402,244千円の減少）

となりました。 

 

（四半期純損益） 

当第 3四半期純損益に関しましては、特別利益、特別損失の影響はないものの、営業損失、経常

損失が計上されているため、当第3四半期連結純損失は113,132千円（前年同期比542,542千円の

減少）となりました。 

 

なお、上記前年同期比は参考として記載しております。 
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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3四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249,658千円減少し、

215,893千円となりました。これは主に現金及び預金の減少42,003千円、受取手形及び売掛金の減少

44,097千円、差入保証金の減少118,903千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135,510千円減少し、557,303千円となりました。これ

は主に未払金の減少90,470千円、長期借入金の減少11,950千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114,148千円減少し、△341,410千円となりました。これは主に

利益剰余金の減少113,132千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85,794千円となりました。収入の主な内訳は、未収消費税の減少

額436千円であり、支出の主な内訳は、未払金の減少額88,886千円、売上債権の増加額44,097千円、

税金等調整前四半期純損失113,843千円の計上であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は114,975千円となりました。収入の主な内訳は、保証金の返金によ

る収入118,927千円であり、支出の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出17,635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44,585千円となりました。支出の内訳は、長期借入金の返済65,122

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40,578千円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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20年11月14日に開示いたしました「特別損失の発生及び平成21年3月期業績予想の修正に関

するお知らせ」の通り順調に推移しており、変更はございません。 

 

※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。 
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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） 

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 3四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、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3四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 40,578 82,582

  受取手形及び売掛金 57,426 101,524

  商品 936 3,274

  その他 20,955 27,927

  貸倒引当金 △52 △13

  流動資産合計 119,844 215,295

 固定資産   

  有形固定資産 17,199 31,845

  無形固定資産 21,114 17,457

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 69,051 68,659

   保険積立金 21,776 20,360

   その他 35,516 180,586

   貸倒引当金 △68,610 △68,652

   投資その他の資産合計 57,734 200,953

  固定資産合計 96,048 250,256

 資産合計 215,893 465,551

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 42,164 29,500

  短期借入金 450,537 430,000

  1年内返済予定の長期借入金 20,160 53,492

  未払金 24,896 116,283

  未払法人税等 3,293 7,556

  賞与引当金 － 5,100

  引当金 792 1,522

  その他 9,194 8,889

  流動負債合計 551,037 652,345

 固定負債   

  長期借入金 4,720 36,510

  その他 1,545 3,958

  固定負債合計 6,265 40,468

 負債合計 557,303 692,814
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（単位：千円） 

    当第3四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 △1,429,145 △1,316,013

  株主資本合計 △339,756 △226,624

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △1,653 △637

  評価・換算差額等合計 △1,653 △637

 純資産合計 △341,410 △227,262

負債純資産合計 215,893 465,551
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(2) 四半期連結損益計算書 
 

（単位：千円）

  
当第3四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 499,455

売上原価 322,134

売上総利益合計 177,320

販売費及び一般管理費  

 給料及び手当 101,028

 その他 183,272

 販売費及び一般管理費合計 284,301

営業損失（△） △106,980

営業外収益  

 受取利息 25

 受取配当金 57

 その他 3,448

 営業外収益合計 3,532

営業外費用  

 支払利息 7,027

 その他 478

 営業外費用合計 7,505

経常損失（△） △110,953

特別利益  

 前期損益修正益 843

 関係会社株式売却益 1,590

 その他 0

 特別利益合計 2,433

特別損失  

 前期損益修正損 2,072

 固定資産売却損 3,250

 特別損失合計 5,323

税金等調整前四半期純損失（△） △113,843

法人税、住民税及び事業税 1,630

法人税等調整額 △2,341

法人税等合計 △711

四半期純損失（△） △113,132
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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3四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △113,843

 減価償却費 3,574

 のれん償却額 260

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

 賞与引当金の増減額（△は減少） △5,100

 引当金の増減額（△は減少） △729

 受取利息及び受取配当金 △83

 支払利息 7,027

 売上債権の増減額（△は増加） 44,097

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,433

 仕入債務の増減額（△は減少） 12,663

 未払金の増減額（△は減少） △88,886

 差入保証金の増減額（△は増加） △23

 固定資産除却損 8,195

 その他 25,232

 小計 △105,185

 利息及び配当金の受取額 105

 利息の支払額 △6,982

 法人税等の支払額 △6,331

 その他の収入 6,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー △112,394

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の払戻による収入 41,400

 有形固定資産の取得による支出 △3,890

 有形固定資産の売却による収入 2,606

 投資有価証券の取得による支出 △5

 差入保証金の回収による収入 118,927

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収
入 

1,590

 無形固定資産の取得による支出 △17,635

 その他 △1,416

 投資活動によるキャッシュ・フロー 141,575

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（△は増加） 20,537

 長期借入金の返済による支出 △65,122

 財務活動によるキャッシュ・フロー △44,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,403

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 40,578
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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3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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3四半期連結累計期間においても

106,980千円の営業損失を計上し、113,132千円の四半期純損失を計上しております。また、前連結会計

年度において営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しており、当第3四半期連結累計期

間においても引き続き営業活動によるキャッシュ･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お

ります。 

これらの施策により、当第3四半期連結累計期間におきましては、特に販売費及び一般管理費が前第3

四半期連結累計期間比616,541千円減の284,301千円となる等の効果があらわれ、営業活動によるキャッ

シュ･フローは前第3四半期連結累計期間比283,050千円改善し△85,794千円となりました。 

上記の施策によるキャッシュ・フローの改善の他、新株発行等による資本増強策を採っていく方針で

あります。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 

 

 (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3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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 

前年同四半期 

（平成19年3月期 

第3四半期末） 

当四半期 

（平成20年3月期 

第3四半期末） 

増  減 
（参考）前期 

(平成19年3月期) 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 985,596 637,942 △347,654 △35.3 1,289,038 

Ⅱ 売上原価 238,442 241,979 3,537 1.5 357,689 

  売上総利益 747,154 395,963 △351,191 △47.0 931,349 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,424,534 900,842 △523,692 △36.8 1,729,996 

  営業損失 677,380 504,879 △172,500 △25.5 798,647 

Ⅳ 営業外収益 2,741 11,314 8,572 312.6 3,449 

 １ 受取利息 30 146 115 376.6 97 

 ２ 受取配当金 38 51 12 32.7 38 

 ３ その他 2,672 11,116 8,444 316.0 3,312 

Ⅴ 営業外費用 6,470 19,633 13,162 203.4 8,543 

 １ 支払利息 2,859 7,618 4,759 166.5 4,530 

 ２ 株式交付費 ― 1,129 1,129 ― 2,622 

 ３ その他 3,611 10,885 7,274 201.4 1,389 

  経常損失 681,108 513,198 △167,910 △24.7 803,741 

Ⅵ 特別利益 70,316 1,056 △69,260 △98.5 68,021 

 １ 賞与引当金戻入益 14,088 934 △13,153 △93.4 11,792 

 ２ 貸倒引当金戻入益 ― 72 72 ― ― 

 ３ 投資有価証券売却益 2,728 ― △2,728 △100.0 2,728 

 ４ 事務所移転補償金 53,500 ― △53,500 △100.0 53,500 

 ５ 固定資産売却益 ― 6 6 ― ― 

 ６ 前期損益修正益 ― 43 43 ― ― 

Ⅶ 特別損失 6,097 134,194 128,097 ― 12,875 

 １ 過年度リース解約損 959 797 △161 △16.9 1,324 

 ２ 前期損益修正損 131 ― △131 △100.0 5,862 

 ３ 固定資産売却損 ― 50 50 ― ― 

 ４ 固定資産除却損 5,007 32,553 27,546 550.1 5,298 

 ５ 減損損失 ― 100,793 100,793 ― ― 

 ６ 投資有価証券評価損 ― ― ― ― 390 

税金等調整前四半期（当期） 

純損失 
616,889 646,336 29,446 4.8 748,595 

税金費用 80,141 9,337 △70,803 △88.3 79,022 

四半期（当期）純損失 697,031 655,674 △41,356 △5.9 827,618 
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（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前年同四半期 

（平成19年3月期 

第3四半期） 

当四半期 

（平成20年3月期 

第3四半期） 

（参考）前期 

(平成19年3月期) 科  目 

金  額 金  額 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（△） △616,889 △646,336 △748,595 

 ２ 減価償却費 30,361 22,958 40,638 

 ３ 減損損失 ― 100,793 ― 

 ４ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,266 △1,265 1,323 

 ５ 賞与引当金の増減額（△は減少） △80,890 △6,928 △81,686 

 ６ インセンティブ返金損失引当金の増減額 
（△は減少） 

△43,592 △5,259 △49,199 

 ７ 受取利息及び受取配当金 △69 △197 △136 

 ８ 支払利息 2,859 7,618 4,530 

 ９ 株式交付費 ― 1,129 2,622 

 10 売上債権の増減額（△は増加） 251,911 29,624 265,967 

 11 たな卸資産の増減額（△は増加） △129,487 47,522 △54,054 

 12 仕入債務の増減額（△は減少） 25,757 13,829 △22,789 

 13 未払金の増減額（△は減少） △32,021 △17,043 △48,419 

14 営業保証金の増減額（△は増加） △43,094 42,956 6,918 

 15 固定資産除却損 ― 32,553 5,298 

 16 未払消費税等の増減額（△は減少） △33,777 315 △34,235 

 17 その他 △46,226 17,528 △57,738 

小計 △713,893 △360,200 △769,556 

 18 利息及び配当金の受取額 68 201 112 

 19 利息の支払額 △3,446 △7,391 △4,808 

 20 供託金の支払額 △12,000 ― △12,000 

 21 供託金の戻り額 ― ― 6,000 

 22 法人税等の支払額 △152,429 △1,454 △152,306 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △881,701 △368,845 △932,559 
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前年同四半期 

（平成19年3月期 

第1四半期） 

当四半期 

（平成20年3月期 

第1四半期） 

（参考）前期 

(平成19年3月期) 科  目 

金  額 金  額 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 △3,300 △2,700 △4,300 

 ２ 定期預金の解約による収入 ― ― 6,000 

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △16,692 △17,935 △19,240 

 ４ 有形固定資産の売却による収入 ― 275 ― 

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △6,742 △1,650 △8,002 

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △3,000 △902 △3,300 

 ７ 投資有価証券の売却による収入 16,929 ― 19,658 

 ８ 貸付金の回収による収入 ― ― 700 

 ９ 保証金の差入による支出 △11,703 △2,418 △52,068 

 10 保証金の返金による収入 56,184 28,057 31,638 

 11 事務所移転補償金の受取額 ― ― 53,500 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 31,675 2,726 24,584 

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 466,630 642,240 511,630 

 ２ 短期借入金の返済による支出 △124,130 △390,632 △333,238 

 ３ 長期借り入れによる収入 100,000 ― 100,000 

 ４ 長期借入金の返済による支出 △8,333 △24,999 △16,666 

５ 配当金の支払額 △42,900 ― △42,900 

 ６ 株式の発行による支出 ― △1,129 ― 

７ 株式の発行による収入 303,657 157,226 301,034 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 694,924 382,705 519,860 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,100 16,587 △388,113 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 562,125 174,011 562,125 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 407,024 190,598 174,011 

 




