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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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3四半期 9,376 △21.8 345 ― 337 ― 216 ―

20年5月期第3四半期 16,328 25.5 △2,135 ― △2,317 ― △2,971 ―

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3四半期 649.76 ―

20年5月期第3四半期 △19,142.37 ―

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3四半期 4,943 △264 △5.7 △620.12

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3四半期  △279百万円 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  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 13,030 △31.3 470 ― 460 ― 300 ― 826.30
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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）  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、５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、５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。 
業績予想の前提となる条件等については、４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5月期第3四半期  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3四半期  ―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3四半期  333,908株 20年5月期第3四半期  155,230株
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＜業績の概要＞ 

当第３四半期連結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
市場の混乱が本格的に実体経済へ波及し、企業部門においては、業績の見通し悪化や設備投資の減少、雇
用の削減などの影響が見られ、家計部門においては、金融資産の目減りや所得の伸び悩みなどによる個人
消費の鈍化が見られるなど、景気の後退がより鮮明になってまいりました。 
 このような状況のもと、当社グループでは第２四半期連結累計期間において注力したコスト構造の見直
しやビジネスモデルの再構築を基盤として、より一層の事業規模拡大に取り組んでまいりました。 
 その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高が3,919百万円、営業利益が174百万円、経常利
益が171百万円、四半期純利益が175百万円となりました。 
 また、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が9,376百万円、営業利益が345百万円、経常利益が
337百万円、四半期純利益が216百万円となりました。 

  

＜当第３四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、当社グループが展開する携帯電話販売店舗網における店舗単位での販売

数量を増加させることに注力すると共に当社グループ内における組織再編に取り組んでまいりました。 
 この一環として、当社と同様の「ａｕ」ブランドの販売店舗を展開していた株式会社フリーモバイルを
販売管理業務ならびに経営管理業務を一元化し間接コストの削減による利益の改善を目的とし当社に吸収
合併した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,554百万円、営業損益は367百万円の利益となりま
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３四半期連結会計期間におきましては、競合サービスの低価格化や取扱条件の低下など事業を取り
巻く環境が悪化することを想定し、販売代理店に対する取扱条件の向上を図ることで計画に沿った新規顧
客の獲得を目指した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は607百万円、営業損益は51百万円の利益
となりました。 
 この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は2,528百万円、営業損益は234百万
円の利益となりました。 
 また、当第３四半期連結累計期間における当事業の連結売上高は5,623百万円、営業損益は440百万円の
利益（前年同期は527百万円の損失）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、営業活動地域の拡大化を図る反面、中国地区における

事業拠点を関西地区・九州地区に集約し、固定費削減による利益の向上を図った結果、当第３四半期連結
累計期間の売上高は858百万円、営業損益は130百万円の利益となりました。 
 ＯＡ機器販売につきましては、連結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３四半期連結累計期間の売上高は717百万円、営業損益は16百万円の利益となりました。 
 法人向け携帯電話につきましては、当上半期に引き続いて、同業他社との競争力を高めるため営業要員
の増員を主軸とした販売体制の強化を図った結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,225百万円、
営業損益は48百万円の損失となりました。 
 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３四半期連結累計期間の売上高は278百万
円、営業損益は11百万円の損失となりました。 
 この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は1,318百万円、営業損益は49百万
円の利益となりました。 
 また、当第３四半期連結累計期間における当事業の連結売上高は3,427百万円、営業損益は32百万円の
利益（前年同期は709百万円の損失）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３四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は48百万円、営業損益は22百万円の
損失となりました。 
 また、当第３四半期連結累計期間における当事業の連結売上高は250百万円、営業損益は10百万円の利
益（前年同期は141百万円の損失）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,048百万円増加し、2,783百万円となりました。これは、売掛金
が527百万円、たな卸資産が417百万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1,211百万円増加し、2,160百万円となりました。これは、有形固
定資産が173百万円、のれんが738百万円、差入保証金が309百万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971百万円減少し、3,182百万円となりました。これは、短期借入
金が620百万円、前受金が157百万円、解約調整引当金が218百万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1,535百万円増加し、2,026百万円となりました。これは、長期借
入金が1,439百万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1,695百万円減少して264百万円となりました。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３四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38百万円増加し、
投資活動により３百万円、財務活動により40百万円それぞれ減少し、以上の結果、現金及び現金同等物の
当四半期末残高は、第２四半期連結会計期間末に比べ５百万円減少の421百万円となりました。 
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得た資金は、38百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益および仕入債
務の増加などによります。 
  

(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、３百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出
および差入保証金の回収による収入などによります。 
  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、40百万円となりました。これは、借入金の返済によります。 

  

  

当第３四半期連結累計期間における当社の業績が好調に推移し、連結・個別共に計画を上回っていたた
め業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月24日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表し
ております通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日付「業績予想の修正に関するお
知らせ」をご参照ください。 
 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３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 421,029 611,822

売掛金 1,555,352 1,027,582

有価証券 100,000 100,000

営業投資有価証券 115,235 140,227

商品 431,574 13,580

前払費用 80,232 60,457

立替金 194,311 200,298

その他 168,442 7,357

貸倒引当金 △282,755 △426,107

流動資産合計 2,783,422 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 △123,993 △35,919

減損損失累計額 △6,087 △6,087

工具、器具及び備品 1,388,761 1,302,106

減価償却累計額 △1,260,674 △1,174,739

減損損失累計額 △41,387 △41,269

建設仮勘定 579 －

有形固定資産合計 282,876 109,720

無形固定資産   

のれん 738,231 －

ソフトウエア 36,545 58,731

その他 20,077 10,126

無形固定資産合計 794,854 68,858

投資その他の資産   

投資有価証券 31,972 50,339

長期前払費用 48,326 9,174

差入保証金 994,544 684,870

その他 251,800 266,102

貸倒引当金 △244,199 △240,147

投資その他の資産合計 1,082,445 770,338

固定資産合計 2,160,176 948,917

資産合計 4,943,598 2,684,136
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,168,454 781,417

短期借入金 170,000 790,000

1年内返済予定の長期借入金 330,000 375,000

未払金 523,496 797,252

未払費用 160,982 225,345

未払法人税等 33,210 65,920

前受金 323,402 481,038

預り金 281,801 181,283

解約調整引当金 133,121 352,000

賞与引当金 24,117 11,152

その他 33,988 94,051

流動負債合計 3,182,576 4,154,461

固定負債   

長期借入金 1,439,595 －

繰延税金負債 － 115

退職給付引当金 － 147,395

偶発損失引当金 186,245 －

負ののれん 126,394 155,562

その他 273,779 187,140

固定負債合計 2,026,014 490,214

負債合計 5,208,591 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 △2,279,343 △9,827,841

自己株式 － △940,402

株主資本合計 △279,348 △1,996,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △598 94

評価・換算差額等合計 △598 94

新株予約権 1,151 －

少数株主持分 13,802 35,670

純資産合計 △264,992 △1,960,539

負債純資産合計 4,943,598 2,684,136
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(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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 9,376,445

売上原価 5,970,557

売上総利益 3,405,887

販売費及び一般管理費 3,060,437

営業利益 345,449

営業外収益  

受取利息 783

受取配当金 16

受取手数料 1,108

受取保険金 1,145

負ののれん償却額 29,167

その他 35,790

営業外収益合計 68,011

営業外費用  

支払利息 39,733

投資有価証券売却損 1,008

貸倒引当金繰入額 10,716

株式交付費 5,433

その他 18,918

営業外費用合計 75,810

経常利益 337,651

特別利益  

固定資産売却益 45

固定資産処分益 4,585

契約変更修正益 22,400

その他 11,253

特別利益合計 38,285

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

営業投資有価証券評価損 11,477

中途解約違約金損失 112,429

店舗閉鎖損失 4,500

その他 1,576

特別損失合計 148,748

税金等調整前四半期純利益 227,188

法人税、住民税及び事業税 32,094

法人税等調整額 －

法人税等合計 32,094

少数株主損失（△） △21,867

四半期純利益 216,960
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【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12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 3,919,426

売上原価 2,547,952

売上総利益 1,371,473

販売費及び一般管理費 1,196,650

営業利益 174,822

営業外収益  

受取利息 270

受取手数料 95

負ののれん償却額 9,722

その他 11,025

営業外収益合計 21,113

営業外費用  

支払利息 17,752

投資有価証券売却損 1,008

貸倒引当金繰入額 696

その他 4,538

営業外費用合計 23,995

経常利益 171,940

特別利益  

固定資産処分益 210

契約変更修正益 22,400

その他 4,837

特別利益合計 27,447

特別損失  

営業投資有価証券評価損 11,477

その他 729

特別損失合計 12,206

税金等調整前四半期純利益 187,182

法人税、住民税及び事業税 6,734

法人税等調整額 －

法人税等合計 6,734

少数株主利益 4,653

四半期純利益 175,793
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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６月１日 
 至 平成21年２月28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 227,188

減価償却費 77,962

長期前払費用償却額 9,359

のれん償却額 65,518

負ののれん償却額 △29,167

固定資産除却損 10,037

営業投資有価証券評価損 11,477

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） 46,945

受取利息及び受取配当金 △799

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,618

解約調整引当金の増減額（△は減少） △218,878

支払利息 39,733

株式交付費 5,433

売上債権の増減額（△は増加） 29,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,163

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） 160,747

未払消費税等の増減額（△は減少） △84,252

未払金の増減額（△は減少） △525,374

預り金の増減額（△は減少） 97,633

前受金の増減額（△は減少） △159,063

その他 △132,153

小計 △496,450

利息及び配当金の受取額 646

利息の支払額 △39,206

法人税等の支払額 △126,625

営業活動によるキャッシュ・フロー △661,635
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

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 △42,909

有形固定資産の売却による収入 62

無形固定資産の取得による支出 △15,691

投資有価証券の取得による支出 △1,760

投資有価証券の売却による収入 4,995

差入保証金の差入による支出 △15,731

差入保証金の回収による収入 250,897

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 △9,562

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,285,878

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 △661,716

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 △375,000

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 1,756,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,793

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 421,029
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間において662百

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、第２四半期連結累計

期間に第三者割当増資や企業再編を実施し、債務超過額の圧縮を行いましたが、当第３四半期連結会

計期間末においてなお264百万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 

当社の財務体質改善を目的とし、当社完全子会社であっ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して吸収合併いたしました。当該合併により、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

などを図りました。 

 この結果、情報インフラ事業の売上高は増加し、第２四半期連結会計期間に引続き効率的な店舗運

営に注力したことで、将来に渡って安定的に収益が得られる事業基盤が構築でき、当第３四半期連結

会計期間において営業キャッシュ・フローがプラスとなりました。 

・ 法人ソリューション事業 

第２四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の拡大および当第３四半期連結会

計期間より新規商材を取り扱うための営業要員の増強をいたしました。 

  

 当第４四半期連結会計期間において、各事業別に以下の取組みを行います。 

① 情報インフラ事業 

平成21年３月１日に当社親会社である株式会社光通信より、携帯電話の販売店舗を関西地区で展開

している神戸タウン株式会社の全株式を取得し完全子会社化するとともに、神戸タウン株式会社は

「ａｕ」「ＳｏｆｔＢａｎｋ」両ブランドの携帯電話販売店を運営しておりますので、グループ経営

の効率化を目的とし「ａｕ」ブランドの携帯電話販売店を平成21年４月１日に当社へ移管いたしまし

た。これにより、当社および当社グループにおける当該事業の基盤はより強固なものとなります。 

② 法人ソリューション事業 

第３四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および新規商材の営

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、早期業績回復に努め、継続企業の前提に関する重要な疑義を払拭してまいります。 

 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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四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 216,960 216,960

 自己株式の消却※３ △940,402 940,402 ─

当第３四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 7,548,498 940,402 1,716,955

当第３四半期連結会計期間末
残高(千円)

1,249,997 749,997 △2,279,343 ─ △279,348
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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

   

  

「参考資料」

科  目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年６月１日
  至 平成20年２月29日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 16,328

Ⅱ 売上原価 10,863

売上総利益 5,464

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,599

営業損失 2,135

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3

 ２ 受取配当金 0

 ３ 受取手数料 1

 ４ 受取保険金 10

 ５ 販売支援金 51

 ６ 負ののれん償却 29

 ７ 消費税免税益 16

 ８ その他 24

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 97

 ２ 持分法による投資損失 1

 ３ 支払手数料 50

 ４ 貸倒引当金繰入額 147

 ５ その他 21

経常損失 2,317

Ⅵ  特別利益

 １ 役員退職慰労引当金取崩益 9

 ２ 貸倒引当金戻入益 1

 ３ 事業譲渡益 343

 ４ その他 27

Ⅶ 特別損失

 １ 持分変動損失 58

 ２ 固定資産除却損 206

 ３ 営業投資有価証券評価損 82

 ４ たな卸資産評価損 39

 ５ 事業再編損失 321

 ６ 臨時償却費 257

 ７ その他 49

   税金等調整前四半期純損失 2,950

   税金費用 50

   少数株主損失 △29

   四半期純損失 2,971
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（要約）前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

（自 平成19年６月１日
   至 平成20年２月29日）

区  分 金額（百万円）

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純損失 2,950

 ２ 減価償却費 543

 ３ 事業再編損失 321

 ４ 臨時償却費 257

 ５ 長期前払費用償却 14

 ６ 負ののれん償却 △29

 ７ 貸倒引当金の増減額 273

 ８ 賞与引当金の増減額 △1

 ９ 退職給付引当金の増減額 △58

 10 役員退職慰労引当金の増減額 △7

 11 解約調整引当金の増加額 212

 12 受取利息及び受取配当金 △3

 13 支払利息 97

 14 固定資産除売却損 195

 15 営業投資有価証券評価損 82

 16 事業譲渡益 △343

 17 持分変動損失 58

 18 売上債権の増減額 416

 19 たな卸資産の増減額 43

 20 仕入債務の増減額 △62

 21 未払消費税等の増減額 △136

 22 営業投資有価証券の増減額 459

 23 持分法による投資損益 1

 24 未払金の増減額 △180

 25 前受金の増減額 406

 26 その他 △360

小  計 △750

 27 利息および配当金等の受取額 3

 28 利息の支払額 △108

 29 法人税等の支払額 △56

営業活動によるキャッシュ・フロー △912

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 △614

 ２ 有形固定資産の売却による収入 39

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △8

 ４ 投資有価証券の売却による収入 24

 ５ 事業譲渡による収入 744

 ６ 差入保証金の差入れによる支出 △75

 ７ 差入保証金の返還による収入 274

 ８ その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 382
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前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年６月１日
   至 平成20年２月29日）

区  分 金額（百万円）

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 1,500

 ２ 短期借入金の返済による支出 △441

 ３ 長期借入金の返済による支出 △2,766

 ４ 社債の発行による収入 499

 ５ 株式の発行による収入 999

 ６ 親会社による配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △208

Ⅳ 現金および現金同等物の増加額 △737

Ⅴ 合併による現金および現金同等物の増加額  183

Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高 1,378

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金および現金同等物の増加額 ─

Ⅷ 現金および現金同等物の期末残高 824
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