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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23年２月に提出した第26期第３四半期（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31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
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３四半期連結累計期間

注記事項
(セグメント情報)
【事業の種類別セグメント情報】
 

 

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３四半期連結
累計期間

第26期
第３四半期連結
累計期間

第25期
第３四半期連結
会計期間

第26期
第３四半期連結
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
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

 

売上高 (千円) 28,238,01230,262,14710,856,99710,804,53637,748,648 

経常利益 (千円) 417,035367,716136,676135,085761,583 

四半期(当期)純利益 (千円) 121,030230,199 16,170 93,317 389,146 

純資産額 (千円) ― ― 4,078,0834,446,3074,370,058 

総資産額 (千円) ― ― 14,608,75814,936,41814,229,484 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 29,350.4232,560.5031,999.48 

１株当たり四半期(当
期)純利益金額

(円) 1,233.962,140.54150.36 867.723,875.34 

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利
益金額

(円) 1,225.102,111.87148.98 859.013,841.45 

自己資本比率 (％) ― ― 21.6 23.4 24.2 

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,771,031208,000 ― ― △1,093,159 

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △66,643△191,648 ― ― △88,559 

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 660,192△32,742 ― ― 448,910 

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 2,382,8642,804,3162,828,188 

従業員数 (名) ― ― 1,162 1,468 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３四半期連結
累計期間

第26期
第３四半期連結
累計期間

第25期
第３四半期連結
会計期間

第26期
第３四半期連結
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
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

 

売上高 (千円) 28,179,51230,262,14710,856,99710,804,53637,690,148 

経常利益 (千円) 417,035367,716136,676135,085761,583 

四半期(当期)純利益 (千円) 121,030230,199 16,170 93,317 389,146 

純資産額 (千円) ― ― 4,078,0834,446,3074,370,058 

総資産額 (千円) ― ― 14,608,75814,936,41814,229,484 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 29,350.4232,560.5031,999.48 

１株当たり四半期(当
期)純利益金額

(円) 1,233.962,140.54150.36 867.723,875.34 

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利
益金額

(円) 1,225.102,111.87148.98 859.013,841.45 

自己資本比率 (％) ― ― 21.6 23.4 24.2 

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,771,031208,000 ― ― △1,093,159 

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △66,643△191,648 ― ― △88,559 

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 660,192△32,742 ― ― 448,910 

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(円) ― ― 2,382,8642,804,3162,828,188 

従業員数 (名) ― ― 1,162 1,468 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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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３四半期連結累計期間】

（訂正前）
    （単位：千円）

　 　

前第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31日)

　

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日

　至 平成22年12月31日)

売上高  28,238,012 30,262,147

売上原価  21,710,903 21,707,481

売上総利益  6,527,109 8,554,665

返品調整引当金繰入額  -  7,379

返品調整引当金戻入額  11,352 -

差引売上総利益  6,538,462 8,547,285

販売費及び一般管理費 ※ 6,133,061※ 8,211,979

営業利益  405,400 335,306

営業外収益     

　受取ロイヤリティー  40,025 52,377

　持分法による投資利益  -  23,063

　その他  43,735 42,394

　営業外収益合計  83,761 117,835

営業外費用     

　支払利息  59,648 57,956

　為替差損  -  21,551

　その他  12,478 5,916

　営業外費用合計  72,126 85,425

経常利益  417,035 367,716

特別利益     

　貸倒引当金戻入額  14,239 31,283

　その他  569  9,095

　特別利益合計  14,808 40,378

特別損失     

　投資有価証券評価損  42,564 7,311

　資産除去債務会計基準の適用に

伴う影響額
 -  7,416

　その他  11,373 594

　特別損失合計  53,938 15,322

税金等調整前四半期純利益  377,906 392,772

法人税、住民税及び事業税  163,150 164,543

法人税等調整額  14,570 △26,303

法人税等合計  177,720 138,239

少数株主損益調整前四半期純利益  -  254,532

少数株主利益  79,155 24,332

四半期純利益  121,030 230,199
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（訂正後）
    （単位：千円）

　 　

前第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31日)

　

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日

　至 平成22年12月31日)

売上高  28,179,512 30,262,147

売上原価  21,656,903 21,707,481

売上総利益  6,522,609 8,554,665

返品調整引当金繰入額  -  7,379

返品調整引当金戻入額  11,352 -

差引売上総利益  6,533,962 8,547,285

販売費及び一般管理費 ※ 6,133,061※ 8,211,979

営業利益  400,900 335,306

営業外収益     

　受取ロイヤリティー  40,025 52,377

　持分法による投資利益  -  23,063

　その他  48,235 42,394

　営業外収益合計  88,261 117,835

営業外費用     

　支払利息  59,648 57,956

　為替差損  -  21,551

　その他  12,478 5,916

　営業外費用合計  72,126 85,425

経常利益  417,035 367,716

特別利益     

　貸倒引当金戻入額  14,239 31,283

　その他  569  9,095

　特別利益合計  14,808 40,378

特別損失     

　投資有価証券評価損  42,564 7,311

　資産除去債務会計基準の適用に

伴う影響額
 -  7,416

　その他  11,373 594

　特別損失合計  53,938 15,322

税金等調整前四半期純利益  377,906 392,772

法人税、住民税及び事業税  163,150 164,543

法人税等調整額  14,570 △26,303

法人税等合計  177,720 138,239

少数株主損益調整前四半期純利益  -  254,532

少数株主利益  79,155 24,332

四半期純利益  121,030 230,199
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【注記事項】
 (セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】
（訂正前）

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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
9,540,8751,155,171988,83716,553,12828,238,012 ─ 28,238,012

(2) セグメント間の内
部

売上高又は振替高

22,885 ─ 37,487124,509184,882(184,882) ─

計 9,563,7601,155,1711,026,32416,677,63728,422,894(184,882)28,238,012

営業利益 566,02641,946146,272206,822961,068(555,667)405,400

 

～後略～

 

（訂正後）

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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
9,540,8751,155,171988,83716,494,62828,179,512 ─ 28,179,512

(2) セグメント間の内
部

売上高又は振替高

22,885 ─ 37,487124,509184,882(184,882) ─

計 9,563,7601,155,1711,026,32416,619,13728,364,394(184,882)28,179,512

営業利益 566,02641,946146,272202,322956,568(555,667)400,900

 

～後略～
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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３四
半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年
４月１日から平成21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四
半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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
１．四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。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、平成22年２月１日付けの会社の取締役会決議に基づき、会社の
連結子会社である株式会社ＩＰネットサービスは、同日付けでコールセンター事業を譲受けている。

　
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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