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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

(注)平成21年3月期第1四半期においては連結財務諸表作成会社であり、個別の経営成績(累計)を開示していないため、平成21年3月期第1四半期の経営
成績(累計)及び平成22年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 138 ― 2 ― 4 ― 4 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 32.34 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 101 20 20.5 144.88
21年3月期 106 16 15.1 112.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20百万円 21年3月期  16百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

320 4.6 0 ― △8 ― △8 ― △55.74

通期 680 17.9 10 ― 2 ― 2 ― 13.93
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。] 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)平成21年3月期第1四半期においては、連結財務諸表作成会社であったため、期中平均株式数(四半期累計期間)の21年3月期第1四半期につい
ては記載しておりません。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 143,530株 21年3月期  41,300株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 143,530株 21年3月期第1四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 また、平成21年3月期において連結子会社であった株式会社アンタックは、重要性が低下したことにより、連結の範囲から除外しております。そのため、平
成22年3月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における我が国の経済は、世界的な金融危機により大きな影響を受けた景

気の急激な悪化に底打ちの兆しが見えてきたものの、依然として企業収益の低下や雇用情勢の急速

な悪化、個人消費の悪化など厳しい経済環境が続いております。また、当社の顧客対象である中小

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となっております。

また、当社が属する情報通信関連業界におきましては、ブロードバンド化・IP 化等の急速な進展に

伴い、情報通信機器である電話機や携帯電話端末販売において競争激化にある中で、各通信キャリ

アの施策として固定回線とモバイル回線とを抱き合わせた利用サービスプランを出すなど、新しい

大きな変化がおこり始めている状況であります。 

このような経営環境下、当社は顧客企業に対し自社ブランド「フラディオ・コレクト」という利

用料金回収サービスを提供しており、顧客企業と月々の定期的な接点を持ち続けているため、同業

他社と比較して優位な立場であると考えております。 

 

（売上高） 

売上高につきましては、当第１四半期累計期間におきましては、138,304 千円となりました。これ

は、従来の顧客基盤を活かしたソリューション業務（通信回線取次・再販、通信 OA 機器販売）に

おいて、事業全体レベルでフォーバルグループの経営資源の共有及び事業ノウハウの提供を受けた

こと、導入時の経費負担がなくコスト削減に役立つ通信インフラサービスの再販を継続実施してい

ること、等によるものであります。 

 

（営業損益・経常損益） 

継続的な経費削減により、販売管理費は減少傾向にあります。営業損益・経常損益に関しては、

営業利益は 2,026 千円、経常利益は 4,024 千円と改善しております。 

 

（四半期純損益） 

上記の結果、当第１四半期純利益は 4,642 千円となりました。 

 

なお、平成 21 年 3 月期において連結子会社であった株式会社アンタックを、重要性が低下したこ

とにより連結の範囲から除外したことに伴い、連結子会社はありません。このため、平成 22 年 3 月

期第１四半期から連結財務諸表非作成会社となりましたので、前年同四半期との比較・分析につい

ては、記載しておりません。 

 

 

２．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１四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度より5,498千円減少し、101,323千円

となりました。これは主に現金及び預金の減少2,072千円、受取手形及び売掛金の増加1,689千円、

投資有価証券の減少5,000千円等によるものであります。 
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当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度より10,140千円減少し、80,528千円

となりました。これは主に未払法人税等の減少3,784千円、整理損引当金の減少3,348千円等によるも

のであります。純資産につきましては、前事業年度末より4,642千円増加し、20,794千円となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加4,642千円等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,525千円とな

りました。 

 当第１四半期累計期間におけるキャッシュ・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） 

当第１四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は7,864千円となりました。収入の主

な内訳は、未収消費税の減少額3,106千円であり、支出の主な内訳は、事業整理損失引当金の減少額

3,348千円、未払法人税等（外形標準課税）の減少額3,232千円、前払費用の増加額2,774千円であり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期累計期間における投資活動の結果得られた資金は5,792千円となりました。収入の主

な内訳は、投資有価証券の売却による収入5,200千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期累計期間における財務活動の結果得られた資金又は使用した資金はありません。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

わが国経済は、政府による景気対策の効果などから年後半以降徐々に回復に向かうとの期待はある

ものの、依然として世界経済の後退リスクが払拭されていない中、当面は不安定な展開をたどるもの

と見込まれます。 

本日付開示「非連結決算への移行に伴う平成 22 年 3 月期業績予想に関するお知らせ」のとおり、

今期より非連結決算となっておりますが、平成 21年 5月 14日に公表いたしました第 2四半期累計期

間及び通期業績予想につきましてはいずれも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。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法  

 当第 1 四半期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、前事業年度末の実地棚

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。 
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 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。 

 

 

(2) 四半期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 

該当事項はありません。 

 

  (3)継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、営業活動によるキャッシュ・フローが３事業年度続けてマイナスとなり、また当第１四

半期累計期間においてもマイナスとなっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象または状況が存在しております。 

しかしながら、その金額は年々縮小しており、当第１四半期累計期間においては、株式会社フォ

ーバルの子会社となったことで多くの経営資源の共有及び事業ノウハウの提供を受けたこと等によ

り、営業損益に関しては３事業年度続けて営業損失を計上しておりましたが黒字化を達成しており

ます。 

引き続き当社は、従来の顧客基盤を活かしたソリューション業務（通信回線取次・再販、通信OA

機器販売）については、事業全体レベルでフォーバルグループのリソースと極力共有を図ることで

低コストオペレーション化に取り組んで参ります。また、フォーバルグループより事業ノウハウの

提供を受けることで、新たに「トータルオフィスソリューション業務」を設け、ソリューションニ

ーズが最も高い企業のオフィス移転時に、物件の仲介から内装工事、各種インフラや機器・什器の

手配までトータルにサポートする組織を立ち上げることで、販売チャネルを増やし事業再建を図り、

当該事象の解消をおこなって参ります。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,525 11,597

受取手形及び売掛金 60,060 58,371

商品 84 50

その他 20,364 18,357

貸倒引当金 △692 △206

流動資産合計 89,342 88,170

固定資産   

有形固定資産 135 0

投資その他の資産   

その他 11,906 18,712

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産 11,845 18,651

固定資産合計 11,980 18,651

資産合計 101,323 106,822

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,831 37,689

未払金 31,111 30,776

未払法人税等 468 4,253

賞与引当金 600 －

事業整理損失引当金 4,515 7,863

関係会社整理損失引当金 2,801 2,801

その他 5,201 6,544

流動負債合計 80,528 89,928

固定負債   

その他 － 741

固定負債合計 － 741

負債合計 80,528 90,669

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,149 771,149

資本剰余金 778,274 778,274

利益剰余金 △1,528,628 △1,533,270

株主資本合計 20,794 16,152

純資産合計 20,794 16,152

負債純資産合計 101,323 106,822
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 138,304

売上原価 99,675

売上総利益 38,628

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 7,841

その他の人件費 7,423

その他 21,336

販売費及び一般管理費合計 36,602

営業利益 2,026

営業外収益  

受取利息 17

受取賃貸料 921

雑収入 1,058

営業外収益合計 1,998

営業外費用  

雑損失 0

営業外費用合計 0

経常利益 4,024

特別利益  

前期損益修正益 832

事業整理損失引当金戻入額 420

その他 200

特別利益合計 1,452

特別損失  

事務所移転費用 359

特別損失合計 359

税引前四半期純利益 5,117

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等合計 475

四半期純利益 4,642
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 5,117

減価償却費 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 485

賞与引当金の増減額（△は減少） 600

引当金の増減額（△は減少） △961

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △3,348

受取利息及び受取配当金 △17

売上債権の増減額（△は増加） △1,689

たな卸資産の増減額（△は増加） △33

仕入債務の増減額（△は減少） △1,858

未払金の増減額（△は減少） 334

差入保証金の増減額（△は増加） 350

前払費用の増減額（△は増加） △2,774

未収入金の増減額（△は増加） 8

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,106

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△3,232

その他 △2,928

小計 △6,837

法人税等の支払額 △1,027

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,864

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 △139

投資有価証券の売却による収入 5,200

差入保証金の差入による支出 △54

差入保証金の回収による収入 787

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,072

現金及び現金同等物の期首残高 11,597

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,525
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 
 

    当第 1四半期会計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 6月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

(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 1四半期会計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 6 月 30 日） 

         該当事項はありません。 
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