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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 11,306 ― 262 ― 263 ― 162 ―

20年3月期第3四半期 9,940 7.1 222 △67.5 227 △66.5 208 △74.3

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 975.41 975.23
20年3月期第3四半期 1,250.64 1,249.47

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 6,383 2,096 32.7 12,515.03
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3四半期  2,087百万円 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  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 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．その他をご覧ください。  

(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3四半期  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  166,808株 20年3月期第3四半期  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３四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。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の経営成績は、売上高が36億44百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益が

56百万円（前年同期比6.4％減）、経常利益が55百万円（前年同期比11.8％減）、四半期純利益が82百万円（前年同期

比60.1％増）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３四半期連結会計期間の売

上高は26億83百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は85百万円（前年同期比44.9％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３四半期連結会計期間の売上高は２億38百万円

（前年同期比21.1％減）、営業利益は３百万円（前年同期比53.9％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３四半期連

結会計期間の売上高は５億45百万円（前年同期比68.0％増）、営業損失は３百万円（前年同期比19百万円増）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、第１四半期連結会計期間より新設されたセグメントであり、「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３四半期連結会計期間の売上高は１億23

百万円（前年同期比14.3％増）、営業損失は23百万円（前年同期比４百万円増）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３四半期連結会計期間の売上高は53

百万円（前年同期比104.1％増）、営業利益は244千円（前年同期比２百万円増）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１四半期及び第２四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）及び第２四半期決算短信（平成20年11月13日開示）をご参照くださ

い。  

  



①資産、負債、純資産の状況 

（流動資産）   

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は41億48百万円となり、前連結会計年度末比３億67百万円の

増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加（１億50百万円）及び受取手形及び売掛金の増加（２億67百万

円）によるものであります。  

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は22億35百万円となり、前連結会計年度末比５億９百万円の

増加となりました。これは主に、のれんの増加（３億11百万円）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３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は39億54百万円となり、前連結会計年度末比７億42百万円の

増加となりました。これは主に、短期借入金の増加（６億４百万円）及び未払金の増加（61百万円）によるものであ

ります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は３億33百万円となり、前連結会計年度末比１億74百万円の

増加となりました。これは主に、長期借入金の増加（55百万円）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３四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20億96

百万円となり、前連結会計年度末比39百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利益の計上（１億62百万

円）及び剰余金の配当（２億円）によるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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１億

52百万円増加し、12億79百万円となりました。当第３四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、81百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加が50百万円、減価償却費が45百万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＞ 

 投資活動の結果獲得した資金は、60百万円となりました。 

 これは主に、関係会社株式取得による支出が50百万円、貸付金の回収による収入が１億４百万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＞ 

 財務活動の結果獲得した資金は、２億32百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の増加による収入が３億50百万円、配当金の支払が１億７百万円となったことによるもの

です。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成20年11月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりでありま

す。  

  

  



該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。  

  

  

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） 

（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 

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。  

③連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

 従来、決算日が８月31日であったタクトシステム(株)は、決算日を３月31日に変更しております。 

  



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 1,279,316 1,128,556

受取手形及び売掛金 2,241,828 1,973,973

商品及び製品 23,394 2,501

仕掛品 102,696 8,148

原材料及び貯蔵品 13,656 13,517

その他 509,835 674,718

貸倒引当金 △22,367 △20,824

流動資産合計 4,148,360 3,780,592

固定資産   

有形固定資産 674,303 650,275

無形固定資産   

のれん 640,616 329,115

その他 356,732 375,403

無形固定資産合計 997,349 704,518

投資その他の資産   

その他 743,947 408,151

貸倒引当金 △179,963 △36,464

投資その他の資産合計 563,983 371,686

固定資産合計 2,235,637 1,726,480

資産合計 6,383,997 5,507,073

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,809,607 1,811,188

短期借入金 1,385,520 781,493

未払法人税等 8,315 36,805

賞与引当金 28,123 40,072

役員賞与引当金 10,500 14,000

その他 712,388 528,820

流動負債合計 3,954,455 3,212,380

固定負債   

長期借入金 55,058 －

退職給付引当金 111,359 101,978

その他 167,109 57,362

固定負債合計 333,526 159,341

負債合計 4,287,981 3,371,721



（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 541,454 541,254

資本剰余金 41,453 41,253

利益剰余金 1,502,730 1,540,087

株主資本合計 2,085,637 2,122,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,170 3,158

評価・換算差額等合計 2,170 3,158

少数株主持分 8,207 9,598

純資産合計 2,096,015 2,135,352

負債純資産合計 6,383,997 5,507,073



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（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 11,306,672

売上原価 9,641,539

売上総利益 1,665,133

販売費及び一般管理費 1,402,228

営業利益 262,905

営業外収益  

受取利息 8,793

受取手数料 4,407

その他 6,445

営業外収益合計 19,646

営業外費用  

支払利息 14,364

その他 4,696

営業外費用合計 19,061

経常利益 263,490

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 841

特別利益合計 3,565

特別損失  

貸倒引当金繰入額 111,500

投資有価証券売却損 3,097

その他 14,420

特別損失合計 129,018

税金等調整前四半期純利益 138,037

法人税、住民税及び事業税 5,038

法人税等調整額 △28,429

法人税等合計 △23,390

少数株主損失（△） △1,277

四半期純利益 162,705



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,644,242

売上原価 3,112,205

売上総利益 532,037

販売費及び一般管理費 475,265

営業利益 56,771

営業外収益  

受取利息 2,796

その他 2,374

営業外収益合計 5,171

営業外費用  

支払利息 4,394

権利金償却 1,462

その他 1,009

営業外費用合計 6,866

経常利益 55,077

特別利益  

未払債務清算益 341

特別利益合計 341

特別損失  

投資有価証券評価損 2,512

その他 2,067

特別損失合計 4,579

税金等調整前四半期純利益 50,838

法人税、住民税及び事業税 △1,118

法人税等調整額 △30,270

法人税等合計 △31,388

少数株主損失（△） △556

四半期純利益 82,784



（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利益 138,037

減価償却費 116,676

のれん償却額 55,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 145,041

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,295

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,380

受取利息及び受取配当金 △9,333

支払利息 14,364

持分法による投資損益（△は益） 515

売上債権の増減額（△は増加） 6,163

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,608

未収入金の増減額（△は増加） △49,966

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,953

その他の固定資産の増減額（△は増加） △36,033

仕入債務の増減額（△は減少） △86,350

その他の流動負債の増減額（△は減少） 206,686

その他 △237

小計 424,079

利息及び配当金の受取額 9,337

利息の支払額 △17,004

法人税等の支払額 △36,489

営業活動によるキャッシュ・フロー 379,922

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 △14,939

定期預金の払戻による収入 157,136

有形固定資産の取得による支出 △65,278

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 △115,602

投資有価証券の取得による支出 △2,025

投資有価証券の売却による収入 17,526

子会社株式の取得による支出 △358,584

関係会社株式の取得による支出 △50,000

保険積立金の解約による収入 77,489

貸付けによる支出 △103,991

貸付金の回収による収入 146,803

その他 6,197

投資活動によるキャッシュ・フロー △297,799

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） 578,000

長期借入金の返済による支出 △317,602

株式の発行による収入 396

配当金の支払額 △190,556

財務活動によるキャッシュ・フロー 70,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152,360



（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) 

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 1,279,316



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

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） 

（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 
2,683,493  238,564 545,465 123,412 53,306  3,644,242  － 3,644,242

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

7,289  － 2,280 － 10,050  19,620 (19,620) －

計 2,690,782  238,564 547,745 123,412 63,357  3,663,863 (19,620) 3,644,242

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
85,833  3,233 △3,953 △23,683 244  61,674  (4,902) 56,771

  

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 
8,421,808  759,377 1,537,754 424,174 163,557  11,306,672  － 11,306,672

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

16,730  － 6,309 － 20,915  43,955 (43,955) －

計 8,438,539  759,377 1,544,064 424,174 184,473  11,350,628 (43,955)11,306,672

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
316,497  8,637 △4,810 △51,368 1,680  270,636  (7,731) 262,905

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 



 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）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。  

  

  

 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）において、海外売上高がないた

め、該当事項はありません。  

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

  

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        9,940,016  100.0

Ⅱ 売上原価        8,478,334  85.3

売上総利益        1,461,682  14.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,239,519  12.5

営業利益        222,163  2.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  5,679            

２．受取配当金  339            

３．受取手数料  3,642            

４．家賃収入  2,740            

５．保険配当金  308            

６．その他  2,171  14,881  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  8,208            

２．株式交付費  1,021            

３．その他  311  9,541  0.1

経常利益        227,503  2.3

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．事務所移転費用  1,860            

５．その他  93  5,107  0.1

税金等調整前 
四半期純利益        222,396  2.2

法人税及び住民税  25,520            

法人税等調整額 △3,937  21,583  0.2

少数株主損失        7,734  0.1

四半期純利益        208,547  2.1

        



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

  

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  222,396

減価償却費   78,351

のれん償却額   28,054

貸倒引当金の増加額   19,456

賞与引当金の減少額  △22,142

役員賞与引当金の減少額  △28,000

退職給付引当金の増加額   7,164

受取利息及び配当金  △6,019

受取手数料  △3,642

支払利息   8,208

固定資産除却損   1,160

投資有価証券評価損   1,357

売上債権の増加額  △498,101

たな卸資産の減少額   173

未収入金の増加額  △10,168

その他流動資産の減少額   33,650

その他固定資産の増加額  △49,386

仕入債務の増加額   5,521

その他流動負債の増加額   53,586

小計 △158,382

利息及び配当金の受取額   6,019

利息の支払額  △9,956

法人税等の支払額  △5,730

営業活動によるキャッシュ・フロー △168,049

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  △1,600

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  △42,435

無形固定資産の取得による支出  △78,180

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  △11,034

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   290,081

その他  △26,357

投資活動によるキャッシュ・フロー △573,871

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  300,000

長期借入金の返済による支出  △156,614

株式の発行による収入  800

配当金の支払額  △316,478

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,292

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △914,214

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四半期末残高  424,797

    



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
 7,601,806 968,061 883,646 486,502 9,940,016  － 9,940,016

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 5,080 － 8,785 － 13,866 (13,866) －

計  7,606,886 968,061 892,432 486,502 9,953,882 (13,866) 9,940,016

営業費用   7,400,726 944,602 862,248 524,141 9,731,719 (13,866) 9,717,853

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 206,160 23,458 30,183 △37,639 222,163  － 222,163

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 
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