
【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年7月30日

【四半期会計期間】
第26期第２四半期

（自　平成22年7月１日　至　平成22年9月30日）

【会社名】 株式会社エフティコミュニケーションズ

【英訳名】 F T COMMUNICATIONS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　平　﨑　　敏　之

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号

【電話番号】 03(5847)2777（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員　社長室長　山 本　博 之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号

【電話番号】 03(5847)2777（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員　社長室長　山 本　博 之

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

 

EDINET提出書類

株式会社エフティコミュニケーションズ(E03405)

訂正四半期報告書

 1/15



１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社では、過年度に不適切な取引及び会計処理が行われている疑義が判明し、外部の第三者調査委員会による事実

関係の解明等を行ってきましたが、平成24年７月24日に調査結果を受領いたしました。

　当社では、第三者調査委員会による調査及びその後の社内調査の結果を受けて、当社におけるLED蛍光灯に係る売上

計上時期、当社役員等からの借入及び子会社における在庫の返品処理に関する会計処理を検討し、過年度における四

半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項があるとの判断に至りましたので、金融商品取引法第24条の４の７

第４項の規定に基づき、平成22年11月に提出した第26期第２四半期（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　また、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたので、併せて修正後の

XBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、三優監査法人により四半期レビューを受け、その四半期レビュー報

告書を添付しております。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 業績の状況

第５　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(2) 四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

第２四半期連結会計期間

注記事項

(四半期損益計算書関係)

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

(１株当たり情報)

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

（訂正前）

回次
第25期

第２四半期連結
累計期間

第26期
第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結
会計期間

第26期
第２四半期連結
会計期間

第25期  

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

 

売上高 (千円) 17,381,01419,457,6118,684,4719,797,84837,748,648 

経常利益 (千円) 280,359226,242153,292245,034761,583 

四半期(当期)純利益 (千円) 104,860136,882 47,720 188,085389,146 

純資産額 (千円) ― ― 4,130,2624,396,7504,370,058 

総資産額 (千円) ― ― 13,237,11713,965,31714,229,484 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 29,526.2032,164.5231,999.48 

１株当たり四半期(当
期)純利益金額

(円) 1,123.581,272.82474.681,748.933,875.34 

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利
益金額

(円) 1,116.881,252.77469.441,729.523,841.45 

自己資本比率 (％) ― ― 24.0 24.8 24.2 

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △804,586△145,830 ― ― △1,093,159 

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △117,387△111,379 ― ― △88,559 

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 445,226128,223 ― ― 448,910 

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,080,5602,693,0362,828,188 

従業員数 (名) ― ― 1,002 1,482 1,295 

 (注) １当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

 ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
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（訂正後）

回次

第25期
第２四半期連

結
累計期間

第26期
第２四半期連

結
累計期間

第25期
第２四半期連

結
会計期間

第26期
第２四半期連

結
会計期間

第25期  

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

 

売上高 (千円) 17,322,51419,457,6118,684,4719,797,84837,690,148 

経常利益 (千円) 280,359226,242157,092245,034761,583 

四半期(当期)純利益 (千円) 104,860136,882 48,869 188,085389,146 

純資産額 (千円) ― ― 4,130,2624,396,7504,370,058 

総資産額 (千円) ― ― 13,237,11713,965,31714,229,484 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 29,526.2032,164.5231,999.48 

１株当たり四半期(当期)純
利益金額

(円) 1,123.581,272.82486.111,748.933,875.34 

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金
額

(円) 1,116.881,252.77480.751,729.523,841.45 

自己資本比率 (％) ― ― 24.0 24.8 24.2 

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △804,586△145,830 ― ― △1,093,159 

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △117,387△111,379 ― ― △88,559 

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 445,226128,223 ― ― 448,910 

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,080,5602,693,0362,828,188 

従業員数 (名) ― ― 1,002 1,482 1,295 

(注) １当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況　

（訂正前）
当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）におけるわが国経済は、全
体として企業収益が上向く等、景気の緩やかな回復傾向が見られました。しかし、夏場以降の急激な円高や
株安、厳しい雇用情勢、内需の低迷等、先行き不透明な状況にあります。
情報通信サービス業界は、スマートフォンやタブレット型端末への需要増大や通信事業による次世代
ネットワーク及び次世代高速無線通信（ＬＴＥ）等へ投資する動きが顕在化しつつあります。しかし、顧
客のコスト削減意識の高まりによる情報通信機器の買換え期間の長期化、販売事業者間による競争激化並
びにリース与信審査の厳格化等があり、厳しい環境が続いております。
このような事業環境の下、当社グループは、中小企業向けのビジネスホン、ＯＡ機器、携帯電話の販売強
化を図るとともに、一般消費者向け光ファイバー回線サービスの拡販に注力いたしました。また、新卒新入
社員の早期戦力化や、管理職のマネジメント力向上を目指した研修の実施等、人材の育成強化にも取り組
んでまいりました。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高につきましては、平成22年２月にコン
シューマ事業において新たに５拠点のコールセンターを譲り受けたこと等により、前年同期の8,684百万
円から1,113百万円増加し、9,797百万円（前年同期比12.8％増）となりました。利益につきましては、営業
利益246百万円（前年同期比74.4％増）、経常利益245百万円（前年同期比59.8％増）、四半期純利益188百
万円（前年同期比294.1％増）となりました。
 

～後略～

 

（訂正後）
当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）におけるわが国経済は、全
体として企業収益が上向く等、景気の緩やかな回復傾向が見られました。しかし、夏場以降の急激な円高や
株安、厳しい雇用情勢、内需の低迷等、先行き不透明な状況にあります。
情報通信サービス業界は、スマートフォンやタブレット型端末への需要増大や通信事業による次世代
ネットワーク及び次世代高速無線通信（ＬＴＥ）等へ投資する動きが顕在化しつつあります。しかし、顧
客のコスト削減意識の高まりによる情報通信機器の買換え期間の長期化、販売事業者間による競争激化並
びにリース与信審査の厳格化等があり、厳しい環境が続いております。
このような事業環境の下、当社グループは、中小企業向けのビジネスホン、ＯＡ機器、携帯電話の販売強
化を図るとともに、一般消費者向け光ファイバー回線サービスの拡販に注力いたしました。また、新卒新入
社員の早期戦力化や、管理職のマネジメント力向上を目指した研修の実施等、人材の育成強化にも取り組
んでまいりました。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高につきましては、平成22年２月にコン
シューマ事業において新たに５拠点のコールセンターを譲り受けたこと等により、前年同期の8,684百万
円から1,113百万円増加し、9,797百万円（前年同期比12.8％増）となりました。利益につきましては、営業
利益246百万円（前年同期比75.2％増）、経常利益245百万円（前年同期比56.0％増）、四半期純利益188百
万円（前年同期比284.9％増）となりました。
 

～後略～
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 第５ 【経理の状況】

1 【四半期連結財務諸表】

 (2) 【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（訂正前）

　 　

前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日

　至 平成21年９月30日)

　

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日

　至 平成22年９月30日)

売上高  17,381,014 19,457,611

売上原価  13,130,182 14,020,365

売上総利益  4,250,832 5,437,245

返品調整引当金繰入額  ―  17,729

返品調整引当金戻入額  11,320 ―

差引売上総利益  4,262,152 5,419,515

販売費及び一般管理費 ※ 3,990,369※ 5,204,076

営業利益  271,783 215,439

営業外収益     

　受取ロイヤリティー  27,634 25,476

　持分法による投資利益  ―  16,545

　その他  32,801 28,293

　営業外収益合計  60,436 70,315

営業外費用     

　支払利息  39,967 39,251

　為替差損  ―  15,863

　その他  11,892 4,397

　営業外費用合計  51,860 59,512

経常利益  280,359 226,242

特別利益     

　貸倒引当金戻入額  5,380  37,671

　その他  569  -

　特別利益合計  5,949  37,671

特別損失     

　投資有価証券評価損  41,599 7,562

　資産除去債務会計基準の適用に

伴う影響額
 ―  7,416

　その他  4,294  378

　特別損失合計  45,894 15,357

税金等調整前四半期純利益  240,413 248,556

法人税、住民税及び事業税  118,053 120,500

法人税等調整額  △1,109  △30,390

法人税等合計  116,943 90,110

少数株主損益調整前四半期純利益  ―  158,446

少数株主利益  18,610 21,563

四半期純利益  104,860 136,882
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（訂正後）

　 　

前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日

　至 平成21年９月30日)

　

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日

　至 平成22年９月30日)

売上高  17,322,514 19,457,611

売上原価  13,076,182 14,020,365

売上総利益  4,246,332 5,437,245

返品調整引当金繰入額  ―  17,729

返品調整引当金戻入額  11,320 ―

差引売上総利益  4,257,652 5,419,515

販売費及び一般管理費 ※ 3,990,369※ 5,204,076

営業利益  267,283 215,439

営業外収益     

　受取ロイヤリティー  27,634 25,476

　持分法による投資利益  ―  16,545

　その他  37,301 28,293

　営業外収益合計  64,936 70,315

営業外費用     

　支払利息  39,967 39,251

　為替差損  ―  15,863

　その他  11,892 4,397

　営業外費用合計  51,860 59,512

経常利益  280,359 226,242

特別利益     

　貸倒引当金戻入額  5,380  37,671

　その他  569  -

　特別利益合計  5,949  37,671

特別損失     

　投資有価証券評価損  41,599 7,562

　資産除去債務会計基準の適用に

伴う影響額
 ―  7,416

　その他  4,294  378

　特別損失合計  45,894 15,357

税金等調整前四半期純利益  240,413 248,556

法人税、住民税及び事業税  118,053 120,500

法人税等調整額  △1,109  △30,390

法人税等合計  116,943 90,110

少数株主損益調整前四半期純利益  ―  158,446

少数株主利益  18,610 21,563

四半期純利益  104,860 136,882
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【第２四半期連結会計期間】

（訂正前）

    （単位：千円）

　 　

前第２四半期連結会計期間

(自 平成21年７月１日

　至 平成21年９月30日)

　

当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日

　至 平成22年９月30日)

売上高  8,684,471 9,797,848

売上原価  6,537,378 6,917,043

売上総利益  2,147,092 2,880,805

返品調整引当金繰入額  -  12,784

返品調整引当金戻入額  2,119  -

差引売上総利益  2,149,212 2,868,020

販売費及び一般管理費 ※ 2,007,636※ 2,621,168

営業利益  141,575 246,852

営業外収益     

　受取ロイヤリティー  17,162 15,477

　その他  19,696 16,548

　営業外収益合計  36,859 32,025

営業外費用     

　支払利息  19,713 20,199

　その他  5,428  13,644

　営業外費用合計  25,142 33,843

経常利益  153,292 245,034

特別利益     

　貸倒引当金戻入額  -  11,905

　投資有価証券評価損戻入益  5,478  -

　その他  295  -

　特別利益合計  5,773  11,905

特別損失     

　固定資産除却損  944  -

　投資有価証券評価損  -  233

　固定資産売却損  -  144

　その他  198  -

　特別損失合計  1,142  378

税金等調整前四半期純利益  157,923 256,562

法人税、住民税及び事業税  73,897 80,816

法人税等調整額  2,986  △25,459

法人税等合計  76,883 55,357

少数株主損益調整前四半期純利

益
 -  201,204

少数株主利益  33,318 13,119

四半期純利益  47,720 188,085
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（訂正後）

    （単位：千円）

　 　

前第２四半期連結会計期間

(自 平成21年７月１日

　至 平成21年９月30日)

　

当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日

　至 平成22年９月30日)

売上高  8,684,471 9,797,848

売上原価  6,537,378 6,917,043

売上総利益  2,147,092 2,880,805

返品調整引当金繰入額  -  12,784

返品調整引当金戻入額  2,119  -

差引売上総利益  2,149,212 2,868,020

販売費及び一般管理費 ※ 2,008,336※ 2,621,168

営業利益  140,875 246,852

営業外収益     

　受取ロイヤリティー  17,162 15,477

　その他  24,196 16,548

　営業外収益合計  41,359 32,025

営業外費用     

　支払利息  19,713 20,199

　その他  5,428  13,644

　営業外費用合計  25,142 33,843

経常利益  157,092 245,034

特別利益     

　貸倒引当金戻入額  -  11,905

　投資有価証券評価損戻入益  5,478  -

　その他  295  -

　特別利益合計  5,773  11,905

特別損失     

　固定資産除却損  944  -

　投資有価証券評価損  -  233

　固定資産売却損  -  144

　その他  198  -

　特別損失合計  1,142  378

税金等調整前四半期純利益  161,723 256,562

法人税、住民税及び事業税  73,897 80,816

法人税等調整額  4,533  △25,459

法人税等合計  78,430 55,357

少数株主損益調整前四半期純利

益
 -  201,204

少数株主利益  34,423 13,119

四半期純利益  48,869 188,085
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

（訂正前）

第２四半期連結会計期間

 
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 848,991千円

賞与引当金繰入額 90,042千円

退職給付費用 9,575千円

貸倒引当金繰入額 1,718千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 1,234,387千円

賞与引当金繰入額 82,946千円

退職給付費用 8,549千円

  

 

（訂正後）

第２四半期連結会計期間

 
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 848,991千円

賞与引当金繰入額 90,042千円

退職給付費用 9,575千円

貸倒引当金繰入額 2,418千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 1,234,387千円

賞与引当金繰入額 82,946千円

退職給付費用 8,549千円
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 (セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

（訂正前）

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

 

ソリューショ

ン事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサ

プライ事業

(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
3,192,780420,215330,3554,741,1198,684,471 ─ 8,684,471

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,648 ─ 11,887 28,949 50,485(50,485) ─

計 3,202,429420,215342,2424,770,0698,734,956(50,485)8,684,471

営業利益 195,61417,981 65,567 30,361309,524（167,949)141,575

 

～中略～

 

（訂正後）

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

 

ソリューショ

ン事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサ

プライ事業

(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
3,192,780420,215330,3554,741,1198,684,471 ─ 8,684,471

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,648 ─ 11,887 28,949 50,485(50,485) ─

計 3,202,429420,215342,2424,770,0698,734,956(50,485)8,684,471

営業利益 195,61417,981 65,567 29,661308,824（167,949)140,875

 

～中略～
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（訂正前）

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

 

ソリューショ

ン事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサ

プライ事業

(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
6,327,370781,817657,8599,613,96717,381,014 ─ 17,381,014

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
19,012 ─ 24,809 67,988111,810(111,810) ─

計 6,346,382781,817682,6699,681,95617,492,824(111,810)17,381,014

営業利益 433,07928,350112,15962,439636,029(364,246)271,783

 

～後略～

 

（訂正後）

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

 

ソリューショ

ン事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサ

プライ事業

(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
6,327,370781,817657,8599,555,46717,322,514 ─ 17,322,514

(2) セグメント間の内
部

売上高又は振替高

19,012 ─ 24,809 67,988111,810(111,810) ─

計 6,346,382781,817682,6699,623,45617,434,324(111,810)17,322,514

営業利益 433,07928,350112,15957,939631,529(364,246)267,283

 

～後略～
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(１株当たり情報)

２  １株当たり四半期純利益金額等

（訂正前）

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 474円 68銭

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

469円 44銭

１株当たり四半期純利益 1,748円　93銭

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

1,729円　52銭

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
 

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半
期純利益(千円)

47,720 188,085

普通株式に係る四半期純利益(千
円)

47,720 188,085

普通株主に帰属しない金額(千
円)

― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 100,532 107,543

普通株式増加数(株) 1,122 1,207

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり四半期純
利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場
合の概要

(提出会社）
平成21年8月20日取締役会決議
第6回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株
平成21年8月20日取締役会決議
第7回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株　なお、これ
らの概要は「第4　提出会社の状
況、1　株式等の状況、(2)　新株予
約権等の状況」に記載のとおり
であります。

 

―
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（訂正後）

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 486円 11銭

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

480円 75銭

１株当たり四半期純利益 1,748円　93銭

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

1,729円　52銭

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
 

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半
期純利益(千円)

48,869 188,085

普通株式に係る四半期純利益(千
円)

48,869 188,085

普通株主に帰属しない金額(千
円)

― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 100,532 107,543

普通株式増加数(株) 1,122 1,207

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり四半期純
利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場
合の概要

(提出会社）
平成21年8月20日取締役会決議
第6回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株
平成21年8月20日取締役会決議
第7回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株　なお、これ
らの概要は「第4　提出会社の状
況、1　株式等の状況、(2)　新株予
約権等の状況」に記載のとおり
であります。

 

―
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年７月30日

株式会社エフティコミュニケーションズ

取締役会  御中

　

三優監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    杉   田　 　   純　   印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    山   本   公   太 　  印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社エフティコミュニケーションズの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四
半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年
４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期
連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連
結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エフティコミュニケーションズ及び
連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四
半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
　
追記情報
　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４
項の規定に基づき四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について
四半期レビューを行った。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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