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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8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 ％

22年3月期第1四半期 5,056 124.7 146 ― 136 ― 211 ―

21年5月期第1四半期 2,250 △65.6 △15 ― △30 ― △137 ―

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 470.01 467.13
21年5月期第1四半期 △737.15 ―

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 6,061 386 6.0 822.84
21年5月期 5,814 200 2.6 342.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  365百万円 21年5月期  154百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※当社は決算期を毎年５月末日から毎年３月末日へ変更し、当期につきましては10ヶ月間(平成21年６月１日～平成22年3月31日)の通期業績予想を記載してお
ります。 

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 
連結累計期間

8,540 56.7 140 △17.6 110 △31.3 90 125.0 200.18

通期 15,020 15.3 900 91.5 860 87.0 810 170.0 1,801.67
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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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、当社が現在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、実際の業績等は様々な要因により上記予想
数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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  449,582株 21年5月期  449,582株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  449,582株 21年5月期第1四半期  186,425株
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＜業績の概要＞ 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、企業における在庫調整の一巡、中国景気の回復に
伴う輸出の改善、各種景気対策による消費者マインドの持ち直しなど、一部で景気底打ちの兆しが見え
てきたと言われておりますが、実態は依然として企業の減益や個人消費の低迷など、厳しい状況が続い
ております。 
 当社グループでは、このような状況こそ事業拡大のチャンスと捉え、販売チャネルの拡大・収益力の
高い商材の拡大・従業員の新規採用及び人材育成を積極的に行うと共に、前連結会計年度に引続き、間
接業務の業務改善を行い固定費の削減に注力いたしました。 
 その結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高は前年同期比2,806百万円増の5,056百
万円となりました。また、営業利益は前年同期比162百万円増の146百万円、経常利益は前年同期比166
百万円増の136百万円、四半期純利益は前年同期比348百万円増の211百万円となりました。 
 事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

＜当第１四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、前連結会計年度に実施した株式会社ウェストウェーブおよび神戸タウン

株式会社の完全子会社化、株式会社フリーモバイルの吸収合併などにより、前年同期と比較し、販売数量
および売上高が増加いたしました。当第１四半期連結会計期間におきましては、不採算店舗の統廃合を行
う一方、従来の携帯電話端末の販売に加え、新たな収益源として各店舗にコンテンツ誘導専用端末を設置
し、お客様に対してコンテンツサイト加入を促進することで、利用手数料の獲得を行いました。この結
果、売上高は3,448百万円となりました。 
 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１四半期連結会計期間におきましては、代理店に対す
る販売施策としてバンドル等の関連商品の充実を図りました。この結果、売上高は164百万円となりまし
た。 
 以上の結果、当事業の連結売上高は3,845百万円となりました。 

  

〔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、九州地区における販売拠点を関西地区に集約し、固定

費削減による利益の向上を図りました。その結果、売上高は202百万円となりました。 
 ＯＡ機器につきましては、当社の子会社である株式会社イリアスにおきまして、ほぼ計画通りに推移し
たことにより、売上高は194百万円となりました。 
 法人向け携帯電話につきましては、前連結会計年度に引き続き、営業人員の増員を主軸とした販売体制
の強化を図りました。その結果、売上高は513百万円となりました。 
 サービスサポートにつきましては、「ＩＴソリューションパック」の付帯サービスや「Ｙａｈｏｏ！ 
ＢＢ」のサポート業務が順調に推移し、売上高は85百万円となりました。 
 ビジネスフォンにつきましては、積極的な新規顧客の獲得を停止しているものの、既存顧客からの買換
え需要があったため、売上高は136百万円となりました。 
 この結果、当事業の連結売上高は1,177百万円となりました。 

  

〔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の売却を進めております。 
 また、住宅ローンショップの運営を主な事業としておりました連結子会社、リアルマーケティング・シ
ョップ株式会社を７月６日付けで株式会社ＳＢＩ証券へ譲渡いたしました。 
 この結果、当事業の連結売上高は31百万円となりました。 

  

・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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総資産は、前連結会計年度末に比べ247百万円増加し、6,061百万円となりました。総資産が増加した
主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加であります。 
 負債は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し、5,675百万円となりました。負債が増加した主な
要因は、買掛金および預り金の増加であります。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べ185百万円増加し、386百万円となりました。純資産が増加した主
な要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が211百万円増加したことであります。 
  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により208百万円増加し、投資活動
により35百万円増加し、財務活動により114百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会
計年度より130百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は838百万円となりました。 
  

(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、208百万円（前年同四半期に使用した資金は351百万円）となりました。こ
れは主に税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加、売上債権およびたな卸資産の増加、未払金
の減少によるものであります。 
  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得た資金は、35百万円（前年同四半期に得た資金は194百万円）となりました。これは
主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入によるものであります。 
  

(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、114百万円（前年同四半期に得た資金は584百万円）となりました。こ
れは主に、短期借入金および長期借入金の返済による支出によるものであります。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末日（平成21年８月31日）における当社の連結経営成績および財政状態は概
ね計画通りに推移しているため、平成21年５月31日付、当社「平成21年５月期 決算短信」で発表の業績
予想に変更はありません。 

  

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１四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１四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。 

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 838,381 707,969

受取手形及び売掛金 2,151,931 2,079,835

営業投資有価証券 31,039 31,039

商品及び製品 511,614 424,156

前払費用 74,430 91,336

立替金 241,805 217,469

短期貸付金 232,191 232,191

その他 44,205 32,441

貸倒引当金 △466,316 △454,537

流動資産合計 3,659,282 3,361,903

固定資産   

有形固定資産   

建物 555,711 555,534

減価償却累計額 △199,774 △188,014

減損損失累計額 △22,808 △22,710

建物（純額） 333,128 344,809

工具、器具及び備品 1,446,388 1,444,756

減価償却累計額 △1,313,180 △1,304,215

減損損失累計額 △44,217 △44,128

工具、器具及び備品（純額） 88,989 96,411

有形固定資産合計 422,118 441,221

無形固定資産   

のれん 696,142 736,504

ソフトウエア 47,832 48,989

その他 333 358

無形固定資産合計 744,308 785,852

投資その他の資産   

投資有価証券 33,660 31,178

長期前払費用 81,759 80,847

差入保証金 1,104,954 1,097,389

その他 340,259 346,856

貸倒引当金 △324,831 △330,880

投資その他の資産合計 1,235,802 1,225,390

固定資産合計 2,402,229 2,452,464

資産合計 6,061,512 5,814,368
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,485,584 1,019,336

短期借入金 140,000 155,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払金 461,073 590,732

未払費用 159,425 201,355

未払法人税等 14,930 45,020

前受金 180,845 196,360

預り金 445,981 403,045

解約調整引当金 68,228 93,001

賞与引当金 23,111 39,800

役員賞与引当金 － 11,500

その他 49,955 87,751

流動負債合計 3,429,136 3,242,903

固定負債   

長期借入金 1,739,583 1,829,583

偶発損失引当金 142,125 165,335

負ののれん 106,948 116,671

その他 257,691 259,168

固定負債合計 2,246,349 2,370,758

負債合計 5,675,485 5,613,662

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,249,997 1,249,997

資本剰余金 749,997 749,997

利益剰余金 △1,634,371 △1,845,678

株主資本合計 365,623 154,316

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △391

評価・換算差額等合計 － △391

新株予約権 4,312 2,692

少数株主持分 16,091 44,087

純資産合計 386,026 200,705

負債純資産合計 6,061,512 5,814,368
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,250,382 5,056,394

売上原価 1,452,256 3,557,112

売上総利益 798,126 1,499,281

販売費及び一般管理費 813,319 1,352,348

営業利益又は営業損失（△） △15,192 146,933

営業外収益   

受取利息 66 302

受取配当金 10 －

受取手数料 757 449

受取保険金 1,145 －

負ののれん償却額 9,722 9,722

その他 1,647 6,292

営業外収益合計 13,349 16,767

営業外費用   

支払利息 9,637 22,200

貸倒引当金繰入額 8,599 －

その他 10,030 4,803

営業外費用合計 28,267 27,003

経常利益又は経常損失（△） △30,110 136,697

特別利益   

関係会社株式売却益 － 45,816

貸倒引当金戻入額 3,855 17,059

その他 619 486

特別利益合計 4,474 63,362

特別損失   

固定資産除却損 － 4,167

中途解約違約金損失 112,429 －

店舗閉鎖損失 4,500 －

その他 229 408

特別損失合計 117,158 4,575

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△142,794 195,484

法人税、住民税及び事業税 5,608 12,174

法人税等調整額 － －

法人税等合計 5,608 12,174

少数株主損失（△） △10,979 △27,996

四半期純利益又は四半期純損失（△） △137,423 211,306
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△142,794 195,484

減価償却費 18,743 32,450

長期前払費用償却額 1,357 2,633

のれん償却額 － 40,361

負ののれん償却額 △9,722 △9,722

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,516 △17,479

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,717 △16,688

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,766 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △11,500

解約調整引当金の増減額（△は減少） △105,546 △24,772

受取利息及び受取配当金 △76 △302

支払利息 9,637 22,200

株式報酬費用 － 1,619

固定資産除売却損益（△は益） － 4,167

投資有価証券評価損益（△は益） － 408

投資有価証券売却損益（△は益） － 343

関係会社株式売却損益（△は益） － △45,816

売上債権の増減額（△は増加） 212,652 △92,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,119 △87,148

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 7,500 －

仕入債務の増減額（△は減少） △132,141 466,247

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,523 △33,557

未払金の増減額（△は減少） △49,211 △125,745

預り金の増減額（△は減少） － 42,937

前受金の増減額（△は減少） △48,512 △15,514

その他 △56,629 △54,400

小計 △341,920 273,727

利息及び配当金の受取額 245 141

利息の支払額 △9,110 △22,200

法人税等の支払額 △605 △43,148

営業活動によるキャッシュ・フロー △351,390 208,521
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31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 △10,744 △9,357

無形固定資産の取得による支出 － △6,975

投資有価証券の取得による支出 － △4,600

投資有価証券の売却による収入 － 1,757

差入保証金の差入による支出 △3,801 △8,384

差入保証金の回収による収入 209,795 3,606

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 65,252

その他 △1,120 △5,408

投資活動によるキャッシュ・フロー 194,129 35,890

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △590,000 △24,000

長期借入金の返済による支出 △325,000 △90,000

新株予約権付社債の発行による収入 1,500,000 －

配当金の支払額 △129 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 584,870 △114,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 427,609 130,411

現金及び現金同等物の期首残高 611,822 707,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,039,431 838,381
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品およびサービス 

 (1) 情報インフラ事業・・・・・移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、ＤＳＬサービス 

                「Ｙａｈｏｏ！ＢＢ」の加入取次、ウェブサービス等。 

 (2) 法人ソリューション事業・・「ＩＴソリューションパック」の販売、複写機、その他ＯＡ機器の販売、 

                法人向け移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、パソコンやＤＳＬサ 

                ービス等の設置・設定代行サービスの提供等。 

 (3) ファイナンス事業・・・・・金融商品販売取次、住宅ローン・生命保険の取次。 

 (4) その他の事業・・・・・・・オール電化製品・太陽光発電システムの卸販売。 

  

【継続企業の前提に関する注記】

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

情報インフラ事
業 

(千円)

法人ソリューシ
ョン事業 
(千円)

ファイナンス
事業 

(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

1,064,118 1,119,617 59,498 7,148 2,250,382

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

91 91

計 1,064,118 1,119,617 59,589 7,148 2,250,474

   営業利益又は 
   営業損失(△)

22,385 8,635 △21,726 △955 8,338

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

－ 2,250,382

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

（91） －

計 （91） 2,250,382

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△23,531 △15,192
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

  

 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品およびサービス 

 (1) 情報インフラ事業・・・・・移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、ＤＳＬサービス 

                「Ｙａｈｏｏ！ＢＢ」の加入取次、ウェブサービス等。 

 (2) 法人ソリューション事業・・「ＩＴソリューションパック」の販売、複写機、その他ＯＡ機器の販売、 

                法人向け移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、パソコンやＤＳＬサ 

                ービス等の設置・設定代行サービスの提供等。 

 (3) ファイナンス事業・・・・・金融商品販売取次、生命保険の取次。 

 (4) その他の事業・・・・・・・オール電化製品・太陽光発電システムの卸販売。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

在外子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

在外子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

情報インフラ事
業 

(千円)

法人ソリューシ
ョン事業 
(千円)

ファイナンス
事業 

(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

3,845,585 1,177,316 31,484 2,008 5,056,394

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

－

計 3,845,585 1,177,316 31,484 2,008 5,056,394

   営業利益又は 
   営業損失(△)

181,411 △21,207 2,824 △14,734 148,293

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

－ 5,056,394

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

－ －

計 － 5,056,394

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,360 146,933

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１

日 至 平成21年８月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

 
  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

所有権移転外ファイナンス・リース取引の内、リース取引開始日が平成20年６月１日以前のもの及

び個々のリース資産に重要性が乏しいと認められるものは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処

理を行っております。なお、リース取引残高が前連結会計年度末と比べて著しく変動がないため、記

載しておりません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 449,582

会社名
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数
(株)

当第１四半期
連結会計期間末残高 

(千円)

提出会社 ― ― 4,312

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 4,312

(リース取引関係)
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